
2011/12/26 20:19

 

Commented by 花うさぎ さん 
このブログに訪問いただいたの皆様へ 
 
花うさぎの代理でコメントさせていただきます。 
息子です。 
 
昨日、夕方に脳梗塞で倒れ大学病院に搬送されました。 
医師からの話では意識は戻らないとの診断です。 
 
ある程度ことがすんでからこちらにも報告をと考えておりましたが、父がこのブロ

グや皆様との活動をいかに大切にし、情熱を注いでいたのかを良く理解していた

ので拙速ではありますがこちらにご報告をさせていただきます。 
 
皆さにご心配やご迷惑をおかけすることをお詫びすると共に、皆様のおかげで

父は生きがいを感じ充実した毎日を過ごしておりました。 
 
落ち着きましたら改めて正式にエントリにてご報告させていただきますが、まず

は取り急ぎご報告まで。 
 
 

 
2011/12/26 20:37

 

Commented by しばりょう さん 
頑張りすぎていた、花うさぎ様ですから、頑張てくださいとも、言えません。 
 
ただただ、ご無事を祈るのみです。 
 
来年が山です。花うさぎ様が どうしても必要です。 

 
2011/12/26 20:47

 

Commented by エーリヒ・ハルトマン さん 
まさか、花うさぎさんが…(>_<)。  
 
 
１２月１４日に、お目にかかったばかりじゃありませんか(T_T)  
 
 
『花うさぎさんの前に、花うさぎさんなく☆。花うさぎさんの後に、花うさぎさんなし

☆。』 
 
 
まさしく空前絶後の☆日本軍に欠くべからざる☆人材です☆ 

 
2011/12/26 20:47

 

Commented by しばりょう さん 
花うさぎ様を尊敬するすべてのブロガーの皆様へ。 
 
花うさぎ様へ、励ましのメッセージを！。 
 
まだまだ、教えてもらうことが一杯あります。絶対、元気になっても 
 
らいます。 
 

 
2011/12/26 20:57

 

Commented by izatom55 さん 
今日は何度も何度も訪問していました。 
やはり、体調を崩されていましたか。 
上の方のコメントにもあるとおり、毎朝「花うさぎさん」のブログを見ることが習慣

になっていました。 
転載させてもらい、最近はＴＢも図々しくさせていただいていました。本当に勉強

になる記事が多く、画像も美しいものばかりでした。ゆっくり養生されてまた復活

なされることをお祈りしております。 
 

2011/12/26 21:41Commented by 20a5911 さん 
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「まさか」と思いました。

 
今日は靖国放火事件だけでも精神的に大ダメージを受けたのに、ダブルパンチ

です。 
つらくてつらくて、今日は眠れそうにもありません。 
 
お早い回復をお祈り申し上げます。 

 
2011/12/26 21:53Commented by nokotan さん 

お風邪を召されたのかと思っていました。面識はありませんが、暖かくて崇高な

お人柄は文面ににじみ出ていて大好きなブログでした。ご回復を祈ります。 
 

2011/12/26 21:55Commented by shironeko-japon さん 
花うさぎさん、

毎朝貴方のブログから一日を始めてます。 
今日は随分心配でしたが、息子様のコメントに困惑です。 
貴方様が更新されなければ、売国どもの思うつぼです。 
「核」となる方ですからね！ 
どうかお元気になられますように。 
心からお祈り申し上げます。 
shironeko-japonは花うさぎさんと同年代です。 
未だやるべきことが、我々には有りますよ！ 

 
2011/12/26 22:19Commented by allco さん 

神社で祈祷する事しか出来ませんが、世の中には奇跡の回復と言う事も

実在致します。 
祈って参りました。どうか目が覚めます様に。 

 
2011/12/26 22:20Commented by katachi さん 

いや驚きました！花うさぎさんは、風邪でお休みかも知れないと思っていました。

私も体が不自由な身ですので、具体的な運動には参加できませんが、ネットだ

けのお付き合いでした。 
いつも的確なコメントを頂いていたので、楽しみにしていました。 
気持ちが共有できるブログが消えて欲しくないです。 
このところ気温の低い日が続ていますので気になります。 
ここに御参集の方々も体調には気をつけましょう。 

 
2011/12/26 22:34Commented by usagifan さん 

花うさぎさんへ

 
花ウサギさんのブログは非常に勉強になることばかり。 
毎日見るのを楽しみにしていました。 
 
保守（日本軍）にもいろいろな思惑があってそれぞれが敵対して 
いるが日本復興の目的のためにはその垣根を越え、手を結ぶ必要の 
あること事。 
私が疑問に思っている内容も花うさぎさんのブログを見て納得する 
ことばかり。 
まだまだ教えて貰わなければいけないことばかりです。 
必ずや復活することをお祈りいたします。 

 
2011/12/26 22:54Commented by pochimaru さん 

花うさぎ 様

 
今朝、出掛けにお邪魔したところ、更新がなされていなかったので、風邪でも引

かれたのかと気にかかってはいたのですが・・・ 
 
連日の精力的な記事の数々、かなりお体に無理をなさっていたのではないでしょ

うか。 
 
どうしようもない民主党政権下にあって兎角投げやりな気持ちの起きる中、花う

さぎさんの的確な指摘、そしてコメント一つひとつに返信をいただける細やかさに
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触れ、「自分がやれることをやらなければ…」と今日までやってこれました。 
usagifanさんも仰るように、まだまだ教えていただくことが数限りなくあります。 
 
医学の技術は日進月歩です。 
花うさぎさんの、そしてここへおいでになる皆さんの、国を想う心の強さで、花うさ

ぎさんの御回復を、だただた、お祈り申し上げます。 
 
 

 
2011/12/26 22:55

 

Commented by heartail さん 
花うさぎさん！ 
やだやだやだやだやだやだーー！！！ 
戻ってきてください！！！絶対に！！ 

 
2011/12/26 22:59

 

Commented by shiratama さん 
まず、ご子息様、おそらく大変なショックと、ご多忙の中、わざわざご報告くださ

り、御礼申し上げます。おかげで、わたくしたち花うさぎさまのファンが、回復をお

祈りすることができます。 
 
本当に言葉がみつかりません。同じ会場にいたことはあれど、まだごあいさつを

していないのです。 
どうかご快癒を心よりお祈り申し上げます。 

 
2011/12/26 23:05

 

Commented by すずめめだか さん 
花うさぎさん、今朝更新されなかったので、年末でおうちのお手伝いかな？ 
等とのんきに思っていました。 
 
花うさぎさんの力がまだまだ必要です。 
 
言葉が続きません・・・・。 

 
2011/12/26 23:30

 

Commented by hatchan さん 
花うさぎさんのブログで色々勉強させていただいております。 
全てのコメントに返信をされる、花うさぎさんのお人柄に惚れ込みファンになりま

した。 
我日本国を愛する日本軍には花うさぎさんの力が必要です。 
 
花うさぎさんのご回復を心よりお祈り申し上げます。 

 
2011/12/26 23:42

 

Commented by deliciousicecoffee さん 
えーー！そんな！ 
１２月１８日（日）の第４回フジテレビ偏向報道周知デモでは元気に走っていたの

に！ 
ただ、それまで毎日必ずあったTBが今週になってから２～３回なかったので、
「あれ？」と思っていました。 
とにかく、回復を祈るばかりです。 
お願いだから、回復してください！（祈） 

 
2011/12/26 23:56

 

Commented by moshi8if さん 
花うさぎさま 
 
自分の母も４年前に倒れ医師から廃用と診断され引導を渡されましたが、家族

の介護で無事生き返り今も健在です。 
決して希望を捨てないで。諦めないで下さい。日本を諦めないように。 
唯、唯、ひたすら無事のご帰還をお祈り申し上げます。 
神さまのご加護を。 
 
合掌。 

 
2011/12/27 00:00

 

Commented by pumpkinbox さん 
花うさぎさん 
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デモや抗議活動で何度もお話させて頂いている者です。 
ご回復を祈っています。また笑顔でお話出来る事を信じています。 

 
2011/12/27 00:05

 

Commented by shou さん 
花うさぎさんの御家族の皆様には、大変なご心労をされていることと思います。 
 
ここに集う皆さんも、とても心配されているでしょう。 
私も、先ほどツイッターでこのことを知って、本当に愕然としました。 
 
花うさぎさんとは未だ直接お会いできていませんが、ブログ立ち上げ以前の東ア

ジア黙示録のコメント欄に始まり、色々ご教示戴いており、師とも仰ぐお一人で

す。 
まだまだ、これからも御活躍戴きたいと思っています。 
 
ただただ、御快復をお祈りするばかりです。 
御病気から快癒され、復活されることを心から願っております。 

 
2011/12/27 00:08

 

Commented by yamaneko1967 さん 
花うさぎさん、渋谷のTPP反対集会でお会いしたYamanekoです。初対面でい
きなり『花うさぎの語源は居酒屋か何かですか？』とぼけた質問をしてすみませ

んでした。いつも花うさぎさんのブログを読み、勉強させていただきました。 
昨日からブログの更新がなされず、お風邪でもひかれたのかと思っておりまし

た。 
花うさぎさんが元気に戻ってこられることを、祈っています。 

 
2011/12/27 00:09

 

Commented by pioneer48 さん 
これは相当困りましたね。 
 
花うさぎさんのご投稿へ訪問すれば、保守の最新の情報及び参加出来なかった 
 
保守運動の状況が一目瞭然で教えて頂けたのに・・・。 
 
とりあえず、どうにかして何があってもご回復される事をお祈り致します。 
 
皆様もどうぞ花うさぎさんのご回復をお祈りください。 

 
2011/12/27 00:14

 

Commented by sakurara2 さん 
花うさぎさん、ダメです！！！！！ 
必ず必ず戻ってきて下さいね！！！ 
一生懸命お祈りしますのでお願いします！！！ 
 

 
2011/12/27 00:32

 

Commented by sudachi さん 
花うさぎさん、 
 
ブログの更新やコメントへの返信が止まっていたので、読者で心配されている方

も大勢いらっしゃいましたが、きっと温泉で英気を養っていらっしゃるものと推察

し、またそのように願っていました。しばし休養されて、一日でも早い戦線復帰を

祈念しております。 
 
ご子息様：このような困難をきわめていらっしゃる時に、ブログ読者のためにお知

らせ頂き、そのお心遣いに心から感謝致します。聴神経はまだ元気なはずです。

声をかけて励まし続けて下さい。きっと回復します。 
 

2011/12/27 01:11

 

Commented by 真 さん 
花うさぎさん、 
 
回復をお祈りしております。 
 
本当に本当に心から願っております。 

 
2011/12/27 01:31Commented by Bushidou-Japan さん 
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私にとってこのブログは愛国心の教科書であり、

花うさぎさんは先生です。 
1日も早いご回復を心よりお祈りします。 

 
2011/12/27 01:50Commented by shaberasate さん 

花うさぎさん、あなたは日本が誇りを取り戻す為には絶対になくてはならない方

です。 
回復を信じてお待ちしております。 

 
2011/12/27 01:58Commented by saxophone さん 

デモや街宣で何度もお会いしましたが、是非また現場に戻ってきてください。

ご無事で快方に向われることを、心よりお祈り申し上げます。 
 

2011/12/27 02:29Commented by 『ぼやきくっくり』のくっくり さん 
大変驚いています。お会いしたことはございませんが、TBさせていただいたり、
逆にTBいただいたり、ネット上では親しくさせいてただいてきました。ご回復を心
よりお祈りいたします。 

 
2011/12/27 03:19Commented by yohkan さん 

 
花うさぎさんのご快癒を心からお祈りします。「がんばれ、花うさぎさん！」の絵を

拙ブログに掲載しました。 
http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/ 

 
2011/12/27 05:25Commented by 第一義＠運国斎 さん 

え～～～～～～～～！脳梗塞って…びっくりしました。ただただびっくり、驚いて
います。細い体で精力的動いておられましたが…。 
 
今はご快癒をここから祈るのみです。 

 
2011/12/27 06:40Commented by じいじの小言 さん 

花うさぎ 様 
 
毎日ブログを楽しみに拝見させていただいております。 
昨日は更新が無かったのでどうされたのかと案じておりました。 
日本人の手に日本を取り戻すには、まだあなたのお力が必要です。 
御病気が重いようですが、現代医学の進歩を信じております。 
お元気で再開される日が来ることを心よりお祈りしております。 

 
2011/12/27 06:56Commented by higeoyaji さん 

花うさぎさん おはようございます。

 
お帰りを待っております。 
 

 
2011/12/27 07:23Commented by shiratama さん 

花うさぎ様 おはようございます。今日の記事はなんですか？いつもならもう更

新されているはずですのに・・・。 
 
「博士の独り言」さまもお見舞いのエントリをあげていらっしゃいます。 
どうか、戻ってきてください！みなでお待ちしています。 

 
2011/12/27 08:09Commented by iza0032 さん 

花うさぎ様のご快復神に祈るばかりです。 

 
2011/12/27 08:14Commented by すずめめだか さん 

花うさぎさん、おはようございます。

 
日本立て直しに花うさぎさんの戦力は欠かせません。 
 
私たちも心より花うさぎさんの治癒を願っています。 

 
2011/12/27 08:50Commented by amebaidttenani さん 

花うさぎさん，そして，ご子息様

 
大変な最中にご報告をしてくださり，本当にありがとうございました。 
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うさぎさんの力なくして，この皇国は救えません。 
 
花うさぎさんのご快癒を心からお祈り申し上げます。 
 
どうかまた必ずここに戻ってきてください。本当に，本当に，お願い致します。 
 
 
 

 
2011/12/27 09:14

 

Commented by gabacho さん 
花うさぎさん、カメラ片手に現れるのを待っていますよ！ 
まだ、民主党政権を倒していませんからね！ 

 
2011/12/27 09:24

 

Commented by snowdrop さん 
私も更新されないので心配しておりました。 
 
２年ほど前、鎌倉で一度だけご挨拶させていただきました。心打たれるブログを

つづられている方はこの方なのかぁ。 
 
花うさぎという名前からは女性のようにも思っていましたが、私より先輩の男性

で、誠実な雰囲気をたたえていらっしゃいました。 
 
その後ニコニコやらyoutubeにうｐされる保守愛国運動・日本軍活動の場面で
肩からかけたカバンの脇に30cmくらいの竿にB5くらいのＺ旗をつけてカメラを
持って、記録しようとしている姿を見かけました。 
 
「あっ、今日も参加されている！」と思いながら動画を見ていました。そして、こち

らのブログにはその画像がうｐしている。わたしは毎回は参加できないのです

が、このブロクを見ることで、参加のみなさんと同じ日本軍に参加できたようで、

日々元気を貰ってきていました。 
 
とても、驚きましたが、きっときっとご平癒されると思います。 
花うさぎさんがまたこのブログに復帰するまで心からご快癒お祈りしております。 

 
2011/12/27 09:50

 

Commented by izachiru さん 
こちらのブログにコメントをするのは初めてですが、いつも読んでいました。 
 
御子息様のコメントにただただ吃驚しています（近況のご報告本当に有難うござ

いました）。 
またお元気になられることを祈っております。花うさぎさん、これからの日本にち

ゃんと明るい光が戻る日を一緒に確認しましょうね。 
 

2011/12/27 09:56

 

Commented by causal さん 
昨夜は外出しており、今朝初めて知りました。 
毎日、朝一番で花うさぎさんのブログを拝見させて戴くのが日課となって 
おりました。 
 
私の下らない風刺ネタに対しても、何時も「がははははは」とのコメントを。 
幾つか未発表のネタを用意していたのですが、復帰されてから発表させて戴き

たいと思います。そしてまた笑って戴きたいと。 
 
ご回復。心よりお祈り申し上げます。 

 
2011/12/27 10:54

 

Commented by nekomatahappa さん 
花うさぎさんの息子さん、 
どうか、あきらめないで下さい。 
私の親戚も、医者に無理といわれたけど、意識を取り戻して、いまリハビリ中で

す。 
あきらめないで。最後まで、諦めないでください。 
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英霊よ、どうか花うさぎさんに力を。 
心より回復をお祈り致します。 

 
2011/12/27 11:21

 

Commented by しばりょう さん 
花うさぎ様 西村幸祐氏 座談会楽しみにしておられますよ。 
 
 
「実は某雑誌で新年早々ブロガー座談会の企画があって、私が司会で、花うさぎ

さんに参加をお願いしたばかりです。先日ご快諾頂いたのに本当に残念で、悔し

くてなりません。この想いをどこにぶつけたらいいんだ！」 
 

2011/12/27 11:45

 

Commented by usaginomimi さん 
花うさぎさま、お元気なってお戻りになれますよう、お祈り申し上げております。 

 
2011/12/27 12:07

 

Commented by tom-h さん 
以前よくコメントさせていただいたましたが、ここ最近はコメントしていませんでし

た。 
 
が、先月ぐらいでしたか西田昌司議員が小泉改革を批判したエントリの際に、

「小泉氏には問題点もあったが、日本がよくなるきっかけを作ってくれた。しかし

そのきっかけを行かせなかったのは小泉氏だけでなく後任の総理にも責任があ

る」みたいなコメントを寄せましたね。 
 
上の方で誰かが、花うさぎ様の人柄の温かさを感じていたとコメントされていらっ

しゃいましたが、僕も同感です。 
 
例えば以前たちあがれ日本が立党した際あまりにもバラバラで、正直支持して

良いものか迷っていた時期がありました。 
 
その際花うさぎ様のエントリを見て、与謝野氏はあまり信用できないもののとりあ

えず全面的に支持しようと決めました（まぁ与謝野はその後あんなことになりまし

たが）。 
 
その際細かい言葉遣いは忘れましたが、私のような弱小ブロガーに対し「力強い

応援団を得たような気分だ」みたいなことをおっしゃって下さり、甚だ恐縮した思

いがありました。 
 
そういった私みたいなとんちんかんなことも時にいう弱小ブロガーにも分け隔て

なく接して下さったのはひとえに花うさぎ様のお人柄の表れだと思っております。 
 
moshi8if様もお母様の例もありますので、是非とも回復して下さい。陰ながら応
援しております。 

 
2011/12/27 12:48

 

Commented by bella さん 
花うさぎさま、どうかよくなられますように。 
心から祈っています。 
花うさぎさんが元気になってくださることをファンの皆様とご一緒に願っておりま

す。 
必ずよくなられますよ。上記のコメントもそうした例が書かれています。 

 
2011/12/27 12:51

 

Commented by すずめめだか さん 
花うさぎさん、お昼になりました。 
 
花うさぎ新聞が休刊中で淋しいのですが、年末大掃除に気持ちを向け敵をやっ

つける思いでごしごし磨いていますよ。 
 
みんなの声が聞こえますか？ 

 
2011/12/27 13:01

 

Commented by allco さん 
花うさぎさんの回復を祈っています。 
大丈夫!うさぎ丸船員が同じ気持ちですから、必ず良くなる! 
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旗を揚げてやりましょうね! 
 
私は昔、とある三途の川から帰って来ました。 
誰かの呼ぶ声に、私の名前に、帰って来ました。 
信じます。 

 
2011/12/27 13:02

 

Commented by no-minsu さん 
私も花うさぎ新聞の愛読者です。 
朝刊の代わりに、毎日、楽しみにしていました。 
 
快癒を心よりお祈りしています。 
愛国軍の戦列に必ず戻ってきてくださいね。 

 
2011/12/27 13:03

 

Commented by yamagiwa さん 
花うさぎさん 
なんとか頑張って、 
山際澄夫 

 
2011/12/27 13:06

 

Commented by kasm さん 
既に多くの方がコメントされていますが、 
私も花うさぎさんの一日も早い回復、復帰を祈っております。 
更新がないのは、さびしいものです。 

 
2011/12/27 13:10

 

Commented by ユリック さん 
花うさぎ様 
 
ご子息様のコメントを拝見し、とても動揺しています。 
心からご回復をお祈りしています。 
 

 
2011/12/27 13:58

 

Commented by tuwano さん 
花うさぎさん 
早く良くなってください。 
毎朝、ブログで花うさぎさんにお会いして元気を頂いて一日が始っています。毎

日、お会いできるのを楽しみにしながらも、御身体の事を心配しておりました。 
日本のためにも一日も早く良くなってくださいね。 
ご回復をお祈りします。 

 
2011/12/27 14:23

 

Commented by hisui さん 
花うさぎ様 
驚きました。 
コメントさせて頂いたのは数回ですが、記事は毎日、 
必ず拝見していました。 
大変勉強になり又、勇気付けられもしました。 
絶対、回復されますよね。 
大丈夫ですよね。 
なんだか涙が止まりません。一度もお会いしたことないのに 
こんなにも心配で、心細いのです。 
きっと回復されると信じています。 
祈っています。 
日本が、私たちの望む姿になるのを、見届けなければ 
なりません。 
どうか、頑張って下さい。 
 
復帰されるのを心から願っています。 

 
2011/12/27 14:33

 

Commented by naughtysay さん 
花うさぎ様 
ウダウダとは申しません。 
速やかなご回復を祈願しております。 

 
2011/12/27 14:56

 

Commented by nokotan さん 
花うさぎ様  
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意識が戻られたという一報を期待して何度も訪問しています。お医者様、どうか

現代医学を駆使してお助けください。みなさんの願いが届きますように！ 
 

2011/12/27 15:01

 

Commented by kenzo1348 さん 
個人的な理由にて、椅子に座って机上のパソコンでweb閲覧をする事を中断、
自粛しておりました。が、 
 
昨晩携帯webにて花うさぎさんの御身の一大事を知り唯々愕然としております。 
 
2年ほど前、鎌倉での田母神氏講演会の折りに初めてお会いする機会を得て、
初対面にも拘らず公演会場近くのビアホールに気さくに付き合って頂き、当時ま

だよく知らなかった重国籍法、自治基本条例その他いろいろ主として民主党が

企む売国危険法案に付いて教えていただいた事等、昨日の出来事の様に思い

出されます。 
 
民主党が原因の怒りやストレスで、酒の量、タバコの本数共に増え血圧が上が

ってしようがないとの書き込みを最近よく目にしましたので少し気になっておりま

したが、まさかこんな事になるとは。 
 
現時点では、早く花うさぎさんの意識が回復するように遠くから祈るばかりです。 
 

 
2011/12/27 15:10

 

Commented by 09079216 さん 
花うさぎ様 
 
本日お勧めの正論2月号手元に届きました。 
宮嶋氏のスクープ写真・イージス艦「ちょうかい」にひるがえるＺ期。 
美しいです。 
Ｚ旗は こちらのブログで初めて知りました。 
 
早期のご回復 心よりお待ちしております。 

 
2011/12/27 15:10

 

Commented by スイーツ大好き♪ さん 
花うさぎ様 
 
保守ブロガー同志の記事を見てビックリして飛んできました。 
 
意識が回復されますよう心からお祈りしております！ 
 
絶対戻ってきてください！ 
 

 
2011/12/27 15:30

 

Commented by しばりょう さん 
私の母も40代でくも膜下出血で、半年意識なく、その後,頭部手術にて、無地帰
還しました。 
あれから、40年あまり、今は車椅子ですが、元気に過ごしています。 
あの頃からくらべれば、数段、技術が進んでいます。 
 
無事帰還を確信しています。 
 
唯唯 お祈りしています。 

 
2011/12/27 16:44

 

Commented by iza1824 さん 
花うさぎさん 今晩は、 
 
中野駅北口近くの、蕎麦屋更科のおろし蕎麦美味しいか、そうでもないか、未だ

ご返事戴いてませんよ？ 待ってますからね？ 
 

2011/12/27 17:55

 

Commented by しばりょう さん 
花うさぎ様、もっともっと、日本の素晴らしさ、教えて欲しいのです。 
 
今私に出来るのは、祈りと ブログランキングをクリックし続けることだけです。 
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2011/12/27 18:22

 

Commented by hatchan さん 
花うさぎさん 今晩は

 
私が住む福岡県には、日本海海戦勝利を記念する東郷公園が有り、そこには東

郷元帥を祀る東郷神社の分社が有ります。 
思えば、花うさぎさんのZ旗にゆかりの神社です。 
花うさぎさんの快癒を願ってお参りしてきました。 
 
大丈夫です。東郷元帥も花うさぎさんを見守っておられます。 
必ずや健康を取り戻されると信じています。 

 
2011/12/27 18:28Commented by marugotoitigo さん 

花うさぎ様

 
以前デモにて家族で写真を撮っていただき、ブログにも上げてくださいました。そ

の節は大変ありがとうございました。エントリーはずっと拝見しておりますが、イ

ザブログは慣れていなくて、コメントは初めてです。今頃お礼を申し上げる無礼を

どうかお許しください。 
 
どうか一日も早くご回復されますように。またどこかのデモで、元気な姿の花うさ

ぎ様にお会いしたいです。 
 

2011/12/27 18:43Commented by ぽんた さん 
更新がないので心配していたのですが・・・。

 
ご快癒を心より心より祈っています。 

 
2011/12/27 19:02Commented by すずめめだか さん 

花うさぎさん、こんばんわ。

 
みんな、医学が発達したので花うさぎさんも戻ってくるとコメントしてます。 
 
花うさぎさんが戦う相手は反日ですよ！ 
思い出して目を覚ましてください。 
 

 
2011/12/27 19:54Commented by kunimamoru さん 

いや、びっくりしました・・・。

 
日本の夜明けにはまだまだ花うさぎさんのような国士が必要です。向こうへ行く

のはまだ早いですよ。 
早く戻ってきて下さい。信じてますよ。 
 

 
2011/12/27 19:55Commented by ぃゑんどぅ さん 

毎日、更新を楽しみにしておりました。

 
花うさぎさんの快復を心より祈念します。 

 
2011/12/27 21:03Commented by 吟遊士 さん 

花うさぎさん

 
「博士の独り言Ⅱ」さんを覗いて倒れられたことを知りました。一日も早い快復を

祈念します。 
 
かくいう小生も三途の川を渡りかかったことがありますが戻ってきました。花うさ

ぎさんもまた反日勢力と戦うために再び戻ってくるものと信じています。 
 

2011/12/27 21:13Commented by coolhorse さん 
花うさぎさんの早期の回復をお祈りします。 

 
2011/12/27 21:14Commented by bunkyo-ku さん 
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２３日の天皇誕生日に花うさぎさんと一緒に食事を摂ったばかりなのに、本当に

驚きました。 
早く回復されるよう、ただただ神仏に祈るのみです。 

 
2011/12/27 21:17Commented by ぽちちゃ～ん さん 

現在はご自分の病との格闘されているご様子ですが、

ご快癒、お待ちしています。 
 
また復帰されて、舌鋒鋭い突っ込みを皆が期待しています。 
 
とにかく、今は意識が回復されますよう心からお祈りしております！ 
花うさぎさんに、神のご加護を！！ 

 
2011/12/27 21:47Commented by tom-h さん 

花うさぎ様が脳梗塞で倒れられたと知ってから、ずっと気になってます。もちろん

焦っちゃダメ、回復するまでには時間がかかることは重々承知しておりますが

ね。 
 
すみません、とりとめのないコメントで。 

 
2011/12/27 22:00Commented by allco さん 

「花うさぎさーん!家はこちらですよ!」 
「花うさぎさーん!みんなが呼んで居ますよ!」 
 
下手ながら、君が代を歌いました!音痴ですけど届きましたか？ 

 
2011/12/27 23:00Commented by izakiku さん 

花うさぎさん、信じられません。

 
絶対に回復されます。絶対に！！！！ 
 
一日も早くご快復されるように、お祈りさせて頂きます。 
 

 
2011/12/28 00:27Commented by tropicasso さん 

花うさぎさん、目を覚まして下さい！！！

 
人間は必要とされるから神様から生かされていると聞いたことがあります。 
しかし、神様も一寸おかしな判断をするものです。 
だって、もっと三途の川を渡らせる必要のある御仁（さしずめ鳩、菅、野田、前

原、枝野、一川、山岡、岡田、輿石、福島等）は数多いますよ！ 
 
兎に角、今は強制的に安静で休養を与えられていると考えましょう。 
現代医学の助けで、早く復帰できることをここに訪ねてきている皆さんは祈って

いますよ！ 絶対願いは届くと信じています。 
 
お願いですから、絶対に復帰して下さい！ 

 
2011/12/28 01:15Commented by joan-of-arc さん 

花うさぎさん、いつも私の参加したデモの事、チーム関西の事 
とりあげて下さっていた事、心から感謝しています。 
 
私の父親も義理の母親も 脳梗塞ですが、回復しました。 
花うさぎさんも回復することを心から願っております。お祈りします。 
 
ネットで活躍されていて、私のデモや講演会によく参加して下さっていた 
関西保守愛国の老兵さん(根屋さん)が、 
お亡くなりになって、すごくさみしいのです。 
 
花うさぎさんは、まだまだ日本のためにお元気でいて下さい。 
お願いします。 

 
2011/12/28 01:26Commented by yamato263 さん 
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花うさぎ様

 
花うさぎ様には何としても、祖国の再生を見届けていただきたいのです。 
 
どうか一日でも早く回復しますよう、心から願っております。 

 
2011/12/28 07:40Commented by tegetege0103 さん 

花うさぎさん おはようございます。

 
一日も早いご回復をお祈りします。祈り続けます！ 
 
他に言葉がありません。 

 
2011/12/28 08:29Commented by みけねこ さん 

「博士の独り言Ⅱ」で花うさぎさんのご病気を知り、心配しています。 
どうか早期に回復されますように。 

 
2011/12/28 08:56Commented by すずめめだか さん 

花うさぎさん、おはようございます。

 
枝野が東電を国有化すると恫喝してます。 
 
細野は電気を作ると配るを別会社にして利権を手に入れようとしています。 
 
アレと官僚が原発事故発生時リーダーシップを取り右往左往する東電役員のド

ラマが放送されたそうです。 
 
毎日花うさぎ新聞のネタが尽きることがありませんよ。 
目を覚まして、時事を聞いてください。 

 
2011/12/28 09:01Commented by 非理法権天 さん 

花うさぎ様のご快癒を心よりお祈り申し上げます。 

 
2011/12/28 10:37Commented by kemeko さん 

花うさぎさんが戻ってこられるまで、

これまでと同じように毎朝ここに来ます。 
ブログランキングもクリックして待っていますね。 
デモや集会もできる限り参加し続けます。 
 
花うさぎさんが一日も早く回復されることを 
心よりお祈りいたします。 

 
2011/12/28 12:50Commented by izasasa0507 さん 

花ご子息様

 
居ても立ってもおられず、いま靖国神社に花うさぎさんのご快復を祈願いたしま

した。 
 
私は花うさぎ様と同じ会に所属し、取材先ではよくご一緒しております。 
 
本来なら公正な報道をするべきマスコミがその使命を忘れただ特亜細三国にお

もねる報道を垂れ流すいま、卓越した才能をお持ちとはいえ、個人での取材の

ご苦労は大変だと思います。 
 
確かにこのブログを読めば、日本の保守陣営の動向が一目瞭然です。 
 
新春には花うさぎさんを始め、人気保守ブロガーの方々による座談会も企画さ

れておりました。 
 
どうぞ見事快復なさり、歯切れのよい花うさぎ節をお聞かせ下さい。  

 

 

 

 

 

 

Page 12 of 13イージス艦「ちょうかい」にひるがえったＺ旗 ：イザ！

2011/12/30http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2549353/



 
一日も早いご快復を心からお祈りいたします。 

 
2011/12/28 12:54

 

Commented by izasasa0507 さん 
失礼いたしました。 
 
「花ご子息様」は「ご子息様」の入力ミスです。 
訂正いたします。 

 
2011/12/28 14:29

 

Commented by allco さん 
花うさぎさーん!花うさぎさーん! 
みんなの呼ぶ声が聞こえる？ 
私の音痴な君が代を起きて叱って下さいね。 
今日も歌って待ちます! 

 
2011/12/28 15:44

 

Commented by しばりょう さん 
花うさぎ様 来年は大好きな 安倍晋三も、西村真吾も、復活しますよ。 
 
花うさぎ様 待望の良い年にきっと、なりますよ。 
 
ブログ再開、待ってますよ。 

 
2011/12/28 16:53

 

Commented by LiX さん 
私ごとで恐縮ですが、先日私の田舎の義母が脳出血で倒れて、嫁と子供たちが

慌てて実家に飛行機で戻ったところだったので、花うさぎ様のご家族のご心労も

他人のこととは思えず、気を揉んでおります。 
花うさぎ様の一日も早いご快復を心からお祈りいたします。 

 
2011/12/28 21:49

 

Commented by shiratama さん 
花うさぎ様 これからニコニコ動画で自衛隊音楽祭りを放送するのでお聞きくださ

いね。22時からだそうです。 
 
今日葬式なので、やはりニコニコでずっと朝から朝鮮中央放送の金正日の追悼

番組、貴重な映像ともいえますが結局映画や演劇、好きなことばっかりしてたの

ね、特に若いころ。で、あとはもうもう音楽隊は苦痛そのものでした。 
 

2011/12/28 21:54

 

Commented by shiratama さん 
まあ・・・。いまご逝去の報に気付きました。言葉がみつかりません。悲しいです。

今年はひどい年です。 
でもきっと花うさぎ様は英霊として靖国にいらっしゃると思うので、近いうちにお目

にかかりにいきたいと思います。 
どうぞどうぞ安らかにお休みください。。。。 
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