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花うさぎの「世界は腹黒い」２
日本が普通の国になるように。産経新聞を応援しています。

ジャンル：
<<前へ 次へ>>

詳細｜一覧

花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。

2011/12/28 14:45

花うさぎブログ及び日々の活動でお世話になったすべての皆様へ。

花うさぎさん
日本よ 陽はまた昇る

花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。
息子です。

祖国日本を防衛するために
陸 海 空に散華された方々
に

父 花うさぎ は病気療養中のところ治療の甲斐なく12月27日18時17分逝去いたしました。
ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでお知らせ申し上げます。

私たちは誇りと 叡知を此の
胸に抱き

皆様からの暖かい励ましや回復への祈願など本当に数多くの御好意をいただきました。

凛として愛を 捧げる

父へしっかりと伝えさせていただきましたが意識は戻ることなく看取ることとなりました。

それがあって 初めて
日本の 新しい時代が始ま
る

皆様の御陰で生きがいを得た父は充実した日々を過ごしておりました。
本来皆様に正式のご連絡させていただくべきところをこのような形でしかご報告できないことをご容赦ください。

名画「凛として愛」のエンデ
ィングナレーション
・旧エントリーはこちら
・花うさぎの「世界は腹黒
い」
・http://hanausagi.iza.
ne.jp/blog/

息子として心より感謝の意を唱えさせていただくと共に皆様の今後のご活動ご活躍を心より祈念しております。

長い間お世話になり有難うございました。

「花うさぎの世界は腹黒
い」２
カテゴリ： 政治も
ブログランキング

コメント(207) | トラックバック(9)

フォルダ： 指定なし

タグ： 皆様の今後のご活躍を祈念しております。

【全体】

このブログエントリのトラックバック用URL：
http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/trackback/2552402

2位/25,177人中
【政治も】

コメント(207)

1位/2,126人中
最新ブログエントリ

コメントを書く場合はログインしてください。
Commented by

古東正舟 さん

2011/12/28 15:01

花うさぎの代理でエントリさせて
頂きます。
イージス艦「ちょうかい」にひる
がえったＺ旗
一般参賀に2万5千人、奉祝デ
モに5百人

花うさぎ様のご逝去のお悲しみに対し弔問適わぬ非礼をおわびして、
謹んで哀悼の意を表します。

奉祝 天長節 （天皇陛下御誕
生日）
恫喝のネタは在日韓国人の献
金と選挙支援
→もっと見る

無念です。

フォルダ
指定なし(201)

Commented by

tourokurad さん

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/28 15:13
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タグ
花うさぎさん それから御子息には大変な悲しみと
御察し申し上げます。

フジテレビ (21)
頑張れ日本！全国行動委員…
(14)
在日特権を許さない市民の…
(13)
市民の党 (12)
青山繁晴 (11)
→もっと見る
過去記事のアーカイブ
2011年12月(26)
2011年11月(30)

花うさぎさんと過ごした時日が夢のようです。
謹んで哀悼の意を表します。
友軍サイトであるyohkanさんのブログには
伝達の文言を送付いたしました。
Commented by iza0032 さん
残念無念。
ご冥福をお祈りいたします。
Commented by yohkan さん

2011/12/28 15:14

2011/12/28 15:15

ご子息様

2011年10月(31)
2011年09月(30)
2011年08月(31)
→すべて表示
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最新コメント
by amg500sl60
花うさぎの代理でエントリさ
せ…
年末年始の慌しさにまみれ
てし…
by ひっとまん♪
花うさぎの代理でエントリさ
せ…
花うさぎさんの写真を掲載
して…
by てるくん
花うさぎの代理でエントリさ
せ…
ご子息様お父上のご冥福
を…
by izminoyan
花うさぎの代理でエントリさ
せ…
ご子息様、ご家族の皆様
ご…
by chibio3
花うさぎの代理でエントリさ
せ…
花うさぎさま。並々ならぬ
努…

ご尊父様ご逝去の報に接し、悲しくて悲しくてなりません。涙がとまりません。花
うさぎ様のご活躍はわれわれの胸にしっかりと刻まれています。いつまでも語り
継がれることでしょう。心よりご冥福をお祈りします。
Commented by iza1824 さん
御子息殿：
僅か一年余りのブログ上だけの交わりでしたが、お父上が真摯に
この国を愛する姿に常に敬意を評しておりました。お父上のことは生涯忘れませ
ん。
Commented by dqnta2 さん
残念です・・・・・嘘であって欲しい・・・・・
長年活動を共にしてきた同志なので、とても悔しい・・・・・
意志は受け継いで戦っていきますので、安らかにお眠りください。
ご冥福をお祈りいたします。
Commented by izamat さん
花うさぎ様のブログを毎日楽しみにしておりましたので、残念でなりません。
ご冥福をお祈りいたします。
Commented by kazu4502 さん
今までブログを休止しておりましたが、一言しゃべらせてください。
新しい日本がもうすぐに来ようとしている、こんな大事なときに！！
貴方がいなくなるなんて、嘘だろう、嘘であって欲しい。
必ず、目を通していた花うさぎさんのブログ、毎日貴方のブログをみるのを楽し
みにしていたのに・・・・・
残念でなりません。悔しいなぁ、ほんとうに悔しいよ。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by tegetege0103 さん
あぁ・・・もう・・なんで・・・・

2011/12/28 15:20

2011/12/28 15:26

2011/12/28 15:32

2011/12/28 15:37

2011/12/28 15:38

花うさぎさ〜〜〜〜〜ん！！！

悔しい

最新トラックバック
花うさぎさんの御冥福をお祈り
いたします
花うさぎさんのご冥福を心より
お祈り申し上げます
橋下改革の障害となる二人
花うさぎさん英霊の御元へ…Z
旗の紳士かく戦えり
花うさぎさん英霊の御元へ…Z
旗の紳士かく戦えり
ピックアップニュース
震災がれき「受け入れな
い」６割

心よりご冥福をお祈りします。
Commented by gabacho さん
今日は寒いねと言いながら、２３日の日の丸行進を一緒に歩いたのですが。
あんなに元気だったのに、残念です。ご冥福をお祈りいたします。
ご子息様、お忙しいところ恐れ入りますが、差し支えなければ、
御通夜、告別式の日時、場所をお知らせいただきたく存じます。
Commented by bunkyo-ku さん
涙止まらず、
本当に本当に悲しい。
２３日天皇誕生日に一緒に食事できたことが嘘のようだ。
もっと長時間ご一緒すればよかった。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by nebokeneko さん

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/28 15:46

2011/12/28 15:46

2011/12/28 15:47

2011/12/30
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消費税５％アップで年１６
万円負担増
北、韓国と「永遠に付き合
わない」
福袋、何を買う？婚活な
ど“絆”編

もう少し、民主党政権がつぶれるまで長生きしてほしかった。
悔しい。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by しばりょう さん
悲しい、悲しい 悲しい

なぜ？ 宮里藍たった１勝
で賞金女王

どんな政治家がなくなるより悲しい。

「性」に踏み込むＮＨＫに賛
否両論

それだけ、大きな存在でした。

イザ！ケータイ (ブログ)
ケータイで左のQR
コードを読み取っ
て、アクセスしてくだ
さい。
URLをケータイに送信
イザ！ケータイとは
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早すぎる、民主の馬鹿野郎！！
Commented by yahpapa さん
残念です。
我々を見守り下さい。御冥福をお祈り致します。
Commented by

RAM さん

2011/12/28 15:50

2011/12/28 15:55

2011/12/28 15:55

花うさぎ 様、
立場、理念は違っていましたが、
謹んで哀悼の意を表します。
安らかに
Commented by 真 さん
今はまだ混乱しております。

2011/12/28 15:57

ご子息様、お知らせ下さって、
本当にありがとうございました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

Commented by yamaneko1967 さん
ご子息様、ご家族の皆様、

お知らせ下さって有り難うございました。今は頭が混乱してしまい、どのように書
けばよいか分かりません。花うさぎ様のご冥福を、心から祈ります。
Commented by pioneer48 さん
御子息様

2011/12/28 16:05

2011/12/28 16:05

時々参加しましたデモ、講演の場で身軽に動き回って取材されていた
あの花うさぎさんが、このように急に亡くなられるとは本当に信じられません。
花うさぎさんの御業績は、保守ブロガーの間では末永く語り継がれる
事に成るでしょう。実に惜しい人が亡くなられました。
花うさぎさんが「民主党の政権でお酒、たばこが進む」とのどなたかの
コメントを拝見し、その事が花うさぎさんのご寿命を縮めたとするならば、
来年民主党政権をぶっ潰す事が故人への最高のはなむけと成るでしょう！

花うさぎさんのご冥福を心からお祈り申し上げます。
Commented by yamagiwa さん
花うさぎさん
本当にありがとう。
残念で悔しくて仕方ありません。
フェースブックであえるのを楽しみにしてたのに。
ツイッターで会えるのを楽しみにしてたのに。

2011/12/28 16:06

山際澄夫
ご家族様

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/30

花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。：イザ！

Page 4 of 31

本当に立派な方でした。
誰に対してもわけ隔てのない方でした。
私が提唱した東北の被災地支援プロジェクトも
「口先だけの民主党政権よりよほど意味がある」と真っ先に応じてくれました。下
の３）。
【志津川避難所】
３）A・T―中野区東中野
さぞお力落としでしょうが、どうぞ心を強くお持ちくださいませ。
Commented by tutuji さん
謹んで哀悼の意を表します。

このページのトップへ戻る
Copyright©2006-2011 SANKEI
DIGITAL INC. All rights reserved.

2011/12/28 16:08

ご子息のお心遣い感謝しています。
とても残念です。
今までありがとうございます！とお伝えてください。
Commented by nokotan さん
花うさぎ様
まさか、訃報を目にするとは思いませんでした。悲しくてなりません。
貴方が情熱を注がれたブログはみんなの心の中に刻まれています。ご冥福をお
祈り致します。
Commented by おっさん さん
花うさぎさんのブログを読むようになって、3年ほど経ちます。

2011/12/28 16:08

2011/12/28 16:09

ほぼ毎日読ませていただいていました。この世の終わりと思わ
れる昨今、このブログにより一縷の望みを持たせてもらってい
ました。また、デモではＺ旗を持って歩かれている姿を見てい
ました。
実に残念です。
心よりご冥福をお祈り致します。
pochimaru さん
御子息様 ご家族の皆様

Commented by

2011/12/28 16:10

御尊父様、御逝去の報に接し、心よりお悔やみを申し上げます。
蒔かれた種がようやく芽を出し、これから益々の御活躍を願わなければならない
大事な時期でしたので、悔やまれてなりません。
これまでの御活躍、さまざまなご教示に深謝申し上げますとともに、御尊父様の
御冥福をお祈り申し上げます。
寒さ厳しき折柄、呉々もご自愛ください。
Commented by

yakozen さん

2011/12/28 16:11

ご子息様
ご尊父様のご逝去の方に接し衷心からお悔やみ申し上げます。
日本の今後を憂えて心を残して逝かれたのではないかと、後に残る我々も非
力ながらも出来ることは少しでも頑張ろうと思います。
、
最後のエントリーがＺ旗でしたが、きっとＺ旗の下でご立派な戦死を遂げられた
のだと私は勝手に思っています。
どうかお力を落とされずに、頑張っていただきたいと心から念願しております。
allco さん
寂しいな。悲しいな。そして悔しい。

Commented by

2011/12/28 16:28

ご冥福をお祈り致します。

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/
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どうぞこれからもお力を貸して下さいね。
花うさぎ丸に恥をかかせぬ様に、花うさぎ丸の船員は立派と言葉を頂ける様に
日本国を再建せねば成りません。
有難う御座います。艦長。敬礼
すずめめだか さん
御逝去の報に接し謹んでお悔やみ申し上げます。

Commented by

2011/12/28 16:33

花うさぎさんとは一度もお目にかかること無くネットでの交流しかありませんでし
た。
日本を思う気持ちで日々忙しく記事をアップされ、届くコメントにも真摯に答えら
れその姿勢に感服しておりました。
来年こそ日本を敵から取り戻せると思っている矢先にそれを切に願っている花う
さぎさんが力尽きたのは残念でなりません。
花うさぎさんに良い報告が出来るようこれからも頑張ります。
そして、中川昭一さんと一緒に見守ってください。
花うさぎさん、ありがとうございました。
izatom55 さん
まず
心よりご冥福をお祈りいたします。

Commented by

2011/12/28 16:34

皆様の経験談から「必ず持ち直す」と信じておりました。
その思いから今朝「頑張れ 花うさぎさん！」をＴＢさせていただきました。
夕方の買い物から帰り、その後でブログを拝見しようと思いましたが、その前に
と思い訪問してみたら・・・・。
涙が止まりません。どうして、日本の為に頑張って来た国士の花うさぎさん
が・・・・。
ご子息様、
お忙しいところ、ブログへのエントリーありがとうございました。
Commented by

shaberasate さん
言葉が出てきません。ただただ御冥福を祈ります。

2011/12/28 16:40

Commented by

Bushidou-Japan さん
ご子息様、ご家族の皆様
心よりお悔やみ申し上げるとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。
誠に残念でなりません。
余りにも悔しすぎて言葉になりません．．．。

2011/12/28 16:41

Commented by

hekian さん
心よりご冥福をお祈りします

2011/12/28 16:41

花うさぎさんとは現場で良くご一緒させて頂き
私は動画でしたがいろいろと教えて頂いておりました
本当に優しい大先輩でした…
今まで有り難うございました
Commented by 第一義＠運国斎 さん
ご子息様、ご家族の皆様
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
御子息様
父上様の訃報のお知らせ、ありがとうございます。

2011/12/28 16:49

正直再び回復されると信じていたのに…この訃報にただただ驚きました…。
何度もお会いして、会うたびにご挨拶していました。
8月の不逞反日の反靖国デモカウンタ−街宣にも居られて挨拶しました。
あのときはお元気だったのに…日本軍にとって大きな痛手です…
合掌
Commented by

kerotan さん

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/28 16:49
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信じられない…年の瀬に悲しすぎます(><)
ご冥福をお祈り申し上げます｡
izachiru さん
ツイッターでブログの更新を知りましたが、まさかこんなことになるとは……今は
まだ呆然としています。
Commented by

2011/12/28 16:50

心よりご冥福をお祈り申し上げます。
御子息様、お忙しい中お伝えくださり、有難うございました。
Commented by ninngilyouyaki さん
心よりお悔やみ申し上げます。

2011/12/28 16:55

初めてお目にかかったとき、名刺をいただきました。写真も撮っていただきまし
た。
最近のお働きを見るに、さぞお忙しかったのだろうと思います。
デモに参加中写真を撮っているお姿をお見かけしました。残念です。

Commented by

deception2010 さん

2011/12/28 17:01

これまでありがとうございました。 お疲れ様でした。
その志を皆で引き継いで参りましょう。
Commented by hisui さん
本当に残念でなりません。
お目にかかることはなかったのですが、
記事は毎日、必ず拝見していました。
いつも励まされたり、勉強になったり、一方的に
同志として仲間意識を持ち、師匠として尊敬申し上げていました。

2011/12/28 17:06

悲しくて悲しくて涙が止まりません。
無念です。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by izasasa0507 さん
あ〜悔しいです。無念です。
間違いであって欲しい、、、

2011/12/28 17:13

私は、花うさぎさんは日本の為に命を捧げたと考えています。
それだけ価値のある行動をしておられました。
ご家族の皆さま、どうぞ誇りに思って下さい。
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

合掌
Commented by

hizuki さん

2011/12/28 17:18

花うさぎ様
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
いつも一歩踏み出す勇気をいただいていました。
感謝とともにより前へと気持ちを奮い立たせていくことを
ここに書かせていただきたいと思います。
いままで有り難うございました。
素戔嗚尊 さん

Commented by

2011/12/28 17:26

御子息様
父上様の訃報のお知らせ、ありがとうございます。
今年の春「これからの活躍期待してますよ〜(#^.^#)」
と当会の活動、色々サポートしていただき、

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/
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花うさぎさんには大変支えて頂きました。
誠に残念です。
ご子息様、ご家族の皆様
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
どうぞ心を強くお持ちくださいませ。
【日本侵略を許さない国民の会】
代表 菊川あけみ 拝
ume-ko さん
何時も楽しみにしていたブログでした。
本当に悔しいです。

Commented by

2011/12/28 17:27

１年前の尖閣のデモでお目に掛かって以来、
勉強させて頂いていたブログでした。
知らない事や気付かない事を沢山、教えて頂きました。
新しい話題を素早く取材して頂いていたバイタリティーに
感謝でいっぱいでした。
特に民主党の危うさが表立って来たここ数ヶ月は大変だった
のでは無かったでしょうか。
心よりの感謝とご冥福をお祈り致します。

Commented by

LiX さん

2011/12/28 17:29

花うさぎ様
残念無念です。毎日花うさぎさんのブログを楽しみにしておりました。
謹んで哀悼の意を表します。いままで本当にありがとうございました。
御子息様とご家族の皆様
心よりお悔やみを申し上げます。
イシコウ さん
花うさぎさん、一度もご挨拶出来なかった事が悔やまれてなりません、これから
と言う時に、残念でなりません。

Commented by

2011/12/28 17:30

これからは、少しでも志を継いで日本をより良い国にする為に、微力ながら努力
していきます、長い間有難う御座いました、お疲れ様でした。
ご家族の皆様、花うさぎさんのご冥福を心よりお祈りいたします。
Commented by 敷島の桜 さん
毎朝一番に拝読するブログでした。
コメントを投稿すると、いつも必ず大変丁寧なお返事を賜り、
それが人生の大きな励みになっておりました。

2011/12/28 17:36

急な訃報で、未だ信じられない気持ちです。
思えば最後のエントリーは、このブログのアイコンと同じZ旗。
「皇国ノ興廃、此ノ一戦ニアリ 各員一層奮励努カセヨ」
花うさぎさんから授かった最後のメッセージと心に刻み、
来年または再来年の選挙を戦いたいと思います。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by meudon92 さん
本日の更新は驚き、落胆し、悲しかった。
大好きなブログでした。
たまに書き込むわたしの不躾なコメントも丁寧に読んで下さり、返信して下さって
いて、山際さんのコメントでも書かれていましたが、誰に対しても分け隔てなく、
は全くその通り。。。
長い間、ありがとうございました。
深く感謝します。
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ご冥福をお祈りいたします。
素浪人 さん
何とも言えず、絶句です。
時折、コメント欄でお世話になりました。
今は唯々お父上のご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by monesperance さん
きっと意識が蘇ってくると信じていたのに！
ウソだ！と大声をあげて泣きました。
銀座で、新宿で、渋谷で、デモの度にﾌﾞﾛｸﾞ主の
姿を垣間見て連帯感に浸っていました。
Commented by

2011/12/28 17:40

2011/12/28 17:44

でも寒くなってきたのに身体は大丈夫かなという思いが
心をよぎったのも事実です。
23日の日の丸行進が最後でした。
もう一度お会いしたいです。なんとか叶えられるといいのですが
ご家族にご迷惑をかけてはならいとあればここでお別するより仕方
がないのでしょうか。あまりにも口惜しく残念です。
Commented by izajds さん
花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

2011/12/28 17:59

最後のエントリの冒頭が、Ｚ旗をマストに掲げたイージス艦「ちょうかい」
であったことは、Ｚ旗の下、日本の現状を打開すべく奔走された花うさぎ様
の面目躍如であったと思います。
天国から私たちにＺ旗を示し、叱咤激励して下さることと思います。
この世でのお働き本当に有難うございました。
しかし、まだ日本はこれからです。天国からのお働きかけ期待しておりま
す。
bella さん
あまりにも突然・・・毎日拝見し、私のブログの「ブックマーク」にも入れていたの
に・・・何とも言葉がありません。悲しすぎます。
ご子息様、またご子息様が「花うさぎⅡ」を継いで頂けたらとそれだけ思うので
す。今はそれどころではないことはよくわかっています。
いつか・・・もしその時、継いでみようと思われたら・・・。
花うさぎさまのご冥福を心からお祈り申し上げます。
Commented by narito さん
ご子息様
Commented by

2011/12/28 18:13

2011/12/28 18:15

ご報告感謝です。
ご冥福をお祈りいたします。
koimari さん
心よりご冥福をお祈りします。

Commented by

2011/12/28 18:16

デモの後、たまにお茶をご一緒させて頂きました。
紳士的で、ユーモアがあり、時代劇に出て来そうな粋な素敵な方でした。
最期まで前のめりで生き切った花うさぎさんの想いは、
わたしたち一人一人の中で生き続けます。
ご一緒に撮った写真、大切にします。
今まで本当にほんとうにありがとうございました。
jyajya0531 さん
ご子息様ならびにご遺族のみなさまへ

Commented by

2011/12/28 18:24

つつしんでご冥福をお祈り申し上げます。
ご尊父様ご逝去の報に接し、驚きと深い悲しみのうちにあります。
ご尊父とは一度御目にかかっただけですが、
いつもブログを拝見させて頂いていました。
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花うさぎ様の魂が英霊の皆様とともに、
この国を守って下さることと思います。
合掌。
村松潔 拝

Commented by nekomatahappa さん
花うさぎ様
悲しい。とても悲しい。
現場でいつもお見かけしていたのに、きちんとお話したことはありませんでした。
まだまだ花うさぎさんは、この日本にとって必要な方であったのに。

2011/12/28 18:26

たまに、記事の写真のなかに私も映っていて、ちょっと誇らしくなったり、志を同じ
くする同志がいつも活躍する姿を、このブログを通していつも拝見しておりまし
た。
花うさぎさんがいつもあげてくださるブログは、的確に現場の状況や今の日本の
現状をわかりやすく書いていただいて
勉強が足りない私はいつも参考にさせていただいておりました。
花うさぎさんのように、様々な現状を伝える場所を与えられている私には、花うさ
ぎさんのことは、厚かましくも同志として感じておりました。
花うさぎさんには到底至りませんが、これからの日本の現状を、私の出来る精一
杯で、沢山、生中継していきたいと思います。
どうか、天国から、見守っていてください。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
チャンネル桜 ニコ生・UST中継班 日美子
Commented by marrie3 さん
花うさぎさん
内容の濃いエントリにいつも啓発されていました。
素晴らしいブログをありがとうございました。
花うさぎさんは、八百万の神々の一人になって、空から日本を守ってください。
Commented by hekian さん
最後に花うさぎさんとご一緒した時の画像と動画データにあった
花うさぎさんの写真をブログ
https://ts25mumon.wordpress.com/
に上げさせていただきました
一緒の写真はシャスティス・コナカ氏撮影の動画
２０１１．１２．１８ 第4回フジテレビ偏向報道デモｉｎ渋谷宮下公園
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16461646
より切り出させて頂きました
Commented by amber0921 さん
花うさぎさんは関東近辺で行われる
チャンネル桜や在特会関連のデモ活動や街宣活動に
ほぼ毎回のように参加されていた
63歳はまだ若い範疇だがクリスマスの寒さが原因か
これからますます寒くなるから
デモや街宣に参加するみなさんはご自愛を
防寒対策と水分補給を
Commented by よもぎねこ♪ さん
父上のご冥福を申し上げます。
父上様はこれからもはなうさぎさんと日本の未来を見守って下さると思います。

みけねこ さん
何と申し上げてよいか、ことばが見つかりません。

Commented by

2011/12/28 18:28

2011/12/28 18:29

2011/12/28 18:45

2011/12/28 18:46

2011/12/28 18:54

おそらく来年こそは、現政権を打倒することができるであろう、それを見届けてい
ただきたかったと、無念で、残念でなりません。
ご冥福をお祈りします。
iza706 さん

Commented by
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時々お邪魔しては、記事をお借りしておりました・・・
俗世でのお仕事は全て終えられ、天上界での
仕事をすべく、旅立たれたと信じます。
ありがとうございました。
合掌
coolhorse さん
花うさぎ様の活動及びブログ記事は本当にすばらしいものであったと思います。
今回のことは残念でなりません。

Commented by

2011/12/28 19:01

心より花うさぎ様のご冥福をお祈りいたします。
ss400 さん
いろいろと教わることがありました。ありがとうございました。合掌。

2011/12/28 19:05

Commented by

Commented by

kasm さん

2011/12/28 19:09

ご子息様
最愛のお父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。
ここ2年半ほどの間、こちらのブログをほぼ毎日のように拝見しており、数多くの
ことを学ばせていただきました。
お父様のご遺志、微力でありますが、受け継いでいきたいと思います。
そして、花うさぎさん、ありがとうございました。さようなら。
Commented by hasimoto214take さん
御逝去の報を読み, 誠に残念でなりません.
まさに戦いに傷つき倒れた日本男子です.
嘘付党こと民主党政権を追放し, 日本を
取り戻すことが残る我々の使命と思います.
jpf315 さん
花うさぎ氏。
日本人は団結しなければならないことを常に危惧しておられました。
亡国を防ぐ方法は氏の言動に現れていたと思います。

Commented by

2011/12/28 19:14

2011/12/28 19:14

最後の記事でちょうかいに掲げられたＺ旗が忘れられません。
Ｚ旗に花うさぎ氏の志が受け継がれることでしょう。
ご冥福を心からお祈り申し上げます。
kenzo1348 さん
今日は出先のある場所にて携帯で花うさぎさんの訃報を知らされました。

Commented by

2011/12/28 19:20

瞬間的に人には説明出来ない程の涙が出てきて、あわててその場を後にしまし
た。
夕方帰宅後、PCで本ブログに寄せられたコメントを見て再び涙が止まりません。
今夜は、エントリーコメントの最後にあるフェースブック（本名を名乗られていま
す）に貼られている写真を見ながらご遺族には無断ながら、一度だけの談笑を
思い出しながら飲み明かそうと思います。 勿論、明日は日の丸の反旗を掲げま
す。合掌。
御令息様、ご遺族様
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
usaginomimi さん
花うさぎさまのブログは、

Commented by

2011/12/28 19:28

隠蔽や偏向報道で、情報弱者をもてあそぶ、卑怯なマスコミや、
他国におもねった闇法案を繰り出す、売国国会議員たちに
平穏な生活を脅かされ、不安におびえる日々のなかで、
まるで、暗闇の中に、ぽっ、と あたたかな灯台の光がともっているような
ひと筋の、しかしはっきりとした、希望を与えてくださるものでした。
本来なら、NHKを始め、テレビや新聞が報じるべき、ほんとうの日本の姿を、正
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義を、
花うさぎさまは、汚い勢力たちに代わり、私たちのもとへ、届けてくださいました。
花うさぎさまが、身を持って教えてくださったこと、
希望をもって集結し、世界の腹黒さに負けず、希望ある未来を守ること・・・
私も、花うさぎさまの御心を忘れずに、受け継いでいきたいと思います。
いつまでも艦船・花うさぎ丸の旗のもとに。
しおん
Commented by

ぽんた さん

2011/12/28 19:31

花うさぎ様
寂しくて、なんとおくやみを申し述べればいいのかわかりません。
このブログで多くのことを学ばせていだたきました。
ありがとうございました。
Commented by pride-dream さん
産経新聞正論調査室長だった大内保治さんの逝去の悲しみがまだ
覚めやらぬ昨日今日に、まさか・・・そりゃないよ、花うささん・・・

2011/12/28 19:52

先週、多摩川ボートが釈放されたその日に一報を入れ、会話を
交わしたばかりだったのに・・なんで・・・
拙の携帯発信履歴には、まだ花うささんの名前が残っています。
紀元節・昭和の日・明治の日から、行動系の各種デモまで、あらゆる
場所で、ごく日常的に花うささんことＴ・Ａさんの姿を見かけてきた
自分を含む、国事に携わるものにとり、Ｔ・Ａさんの死は、今もって
受け入れがたい事実として、目の前に横たわっております。
昨年、チーム関西の４人の仲間の逮捕が、最早時間の問題となった時
、我々では屁の突っ張りにもならないけれど、何らかの形で彼らを
勇気付けようと、Ｚ旗に寄せ書きを集めて、荒巻靖彦さんに渡しました。
その寄せ書きの中には、花うささんのブログ名と、本名がしっかりと
書き添えられています。
花うささんは今後、あのＺ旗から、言霊として関西に降り、チー関の
守護神の様な存在になる事と思います。
大内さんにしろ花うささんにしろ、大事な方は早世し、悪い人間に限り
百まで生きてしまったりする・・・ほんとに世の中ままならない事ばか
りです。
花うさぎさん事Ｔ・Ａ同志の、これまでの活躍に感謝申し上げると共に、
Ｔ・Ａ同志のご意志を受け継ぎ、これからも我々有志一同闘って行く事
を、お誓い申し上げます。
合掌
紀元節奉祝式典実行委員、明治の日推進協議会実行委員、
新攘夷運動・排害社代表代行、展転社営業部
加 藤 哲 史
Commented by 暁 さん
花うさぎ様

2011/12/28 20:03

集会やデモの折、身軽に歩き回って撮影のベストポジションをおさえてらっしゃっ
たお姿が、忘れられません。
いつも、花うさぎさんのＺ旗を見ると、なにか心強く思えたものです。
謹んでご冥福をお祈り申しあげます。

ご家族の皆様
心よりお悔やみ申しあげます。
ほんとうに素晴らしい方でした。
さぞ、お力落としとは存じますが、寒さ厳しき折、どうかご自愛くださいませ。
お知らせくださり、ありがとうございました。
Commented by

アネモネ さん
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ご家族さま
訃報に接し、深い悲しみを覚えると共に、悔しさのような名状しがたい思いに包
まれたままです。
花うさぎ様とは、3年前に初めてお会いしてから、度々都内の集まりなどで顔を
合わせ、これから長いお付き合いになるだろうと思ったことを記憶しております。
最近も、憂国忌会場や外務省前で歓談したばかりでした…
無念です。引き裂かれるほどに無念です。
ご尊父さまのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
deliciousicecoffee さん
花うさぎ様
私は、大変お世話になり、本当に良くして頂き、感謝しても感謝し切れません。
これからも私たちのことを、日本のことを、応援してください。
私も、少しでも花うさぎの意志を受け継ぎ、役立つよう尽力します。

Commented by

2011/12/28 20:13

御子息様
ご尊父様ご逝去の報に接し、訃報に接し、言葉を失っています。
感謝とお悔やみを申し上げます。
Commented by

kamakiri555 さん

2011/12/28 20:26

花うさぎさん
早すぎるよ 余りにも早すぎるよ、いつも言ってたじゃないですか左翼が大嫌い
創価が大嫌い民主党が大嫌いって酔っぱらうと止まらなく話していたのに、
こんなに早く逝ってしまうなんて・・ただただ涙が出るだけだ。
あなたと2008年に街宣で出会ってからいろんな所で会ってはお茶をし喫煙所で
一服しお酒を飲み語りあった４年間でしたね
「凛として愛」の映画を誰よりも愛し日本人すべての人に観てもらいたいと
言っていたあなたがその泉隆一監督と同じ葬儀場とは運命的なものを感じるよ。
今までありがとうございました。
これを書きながらも涙が止まらいよ 花うさぎさん
通夜：12月30日 午後6時〜
告別式：12月31日 午前11時00分〜
式場：コムウェルホール高円寺
住所：東京都杉並区高円寺南2-2-2
丸ノ内線 東高円寺駅2番出口徒歩5分
Commented by izayoi0228 さん
突然の訃報に接し、言葉がありません。

2011/12/28 20:27

本当にたくさんのことを勉強させていただき、私がデモに参加するようになったの
も花うさぎ様のブログのおかげです。花うさぎ様は売国政権、売国マスゴミに殺
されたのだと思います。
心からご冥福をお祈りいたします。
chataroo さん
心より花うさぎ様のご冥福をお祈りいたします。

Commented by

2011/12/28 20:33

島田洋一 さん
突然のことに驚いています。拉致問題の集会などで親しくお話しする機会も一再
ならずありました。「花うさぎ」ブログは愛読しており、私のブログにも時々言及頂
きました。心から御冥福を祈ります。
Commented by kazk さん
御子息様、御家族の皆様
御尊父様の御冥福をを心からお祈り致します。

2011/12/28 20:34

Commented by

2011/12/28 20:37

下手な友人に死なれるよりもショックです。この間で元気だった人が…という経験
は何度化しましたが喪失感はいかばかりか。
今まで大変有難うございました。感謝の言葉もありません。
aikokusenshi さん

Commented by
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突然の訃報に言葉もありません。
ご家族の心中は簡単に言葉に出来るものはありませんよね。
心からご冥福をお祈り申し上げ、同志として哀悼の意を表します。
Commented by kinny さん
花うさぎさんの魂が安らかなりますよう、父の側にいられますよう、心よりお祈り
申しあげる
アーメン、アーメン、アーメン
Commented by badcombad さん
花うさぎさん、、、
心よりご冥福をお祈りいたします。
少しでもあなたの意思を継いでいけるように
そして感謝を忘れずに。
Commented by iyashikei さん
謹んで悔やみを申し上げます。
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2011/12/28 20:48

2011/12/28 20:53

2011/12/28 21:05

毎日エントリーを読み勉強させていただいておりました。
先日までブログを更新されていたのに本当に残念でなりません。
花うさぎ様のご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by エーリヒ・ハルトマン さん
To bellaさんへ。
貴殿のブログに、コメントを書き込みましたので、よろしくお願いしますm(__)m
kintaponte さん
花うさぎさん いままで本当にありがとうございました。
毎朝、パソコンを立ち上げて最初にこのブログを訪問することが日課でした。
Commented by

2011/12/28 21:07

2011/12/28 21:27

精力的な取材と慧眼で書き上げられたエントリーを、
いつも楽しみにしておりました。
そして本当に勇気づけられました。
ありがとうございました。
いよいよ民主党の崩壊が始まりましたよ。
きっと来年から、日本の未来を開く戦いが始まります。
これからも、私たちを見守っていていただければと思います。
本当にありがとうございました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by amebaidttenani さん
花うさぎ様

2011/12/28 21:27

街宣で拝眉の機会をいただいた折の「どうしてイザで？」という愚問に対して，「と
にかく産経新聞を応援するためだよ」と格好よくお答えになっていた花うさぎさ
ん。
うさぎさんのブログを通して，日本の素晴らしさ，日本を愛する心，そして，日本
の現状を学ばせていただきました。本当に，本当に，ありがとうございました。
「うさぎさん，あなたは立派に戦われた。どうぞ天国で，うさぎさんの愛されたZ旗
と一緒に，安らかにお眠りください。後はわたしたちに任せてください。」
今はまだ信じられず，的確な言葉が出てまいりませんが，うさぎさんのご冥福を
心からお祈りいたします。
ありがとうございました。
Commented by 20a5911 さん
残念です。

2011/12/28 21:31

靖国で、これからの日本を見守っていてください。
ヒラメ さん
花うさぎ様

2011/12/28 21:34

Commented by

ブログを読み始めてから２年はたつと思います。
抗議活動で一緒になり、花うさぎさんについていけば良い角度から写真が撮れ
るかも、と一緒にいたときもありました。いつもブログの画像がきれいですから。
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ブログで多くのことを学びました。
お会いできて光栄でした。
本当にありがとうございました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
yakara さん
心優しき人、心正しき人、勇気のある人は、早く逝く。
合掌。
Commented by izanagi さん
毎朝、花うさぎ様のブログをモーニングコーヒーを飲みながら読んでおりました。
Commented by

心よりご冥福をお祈りいたします。拝。
Commented by blue-wine さん
先月、渋谷でデモの写真を撮って頂いた者です。
とても元気でいらしたのですが、残念でなりません。
皆で志を受け継ぎ、より良い日本を築いていくことをお約束致します。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
bella さん
To エーリヒ・ハルトマンさん
>To bellaさんへ。
>
>貴殿のブログに、コメントを書き込みましたので、よろしくお願いしますm(__)
m

Commented by

2011/12/28 21:37

2011/12/28 21:38

2011/12/28 21:43

2011/12/28 21:59

私は花うさぎさまを悼み、またこのブログが素晴らしく、突然の花うさぎさまの訃
報が耐えられずに書いたのです・・・
>あまりにも突然・・・毎日拝見し、私のブログの「ブックマーク」にも入れていたの
に・・・何とも言葉がありません。悲しすぎます。
ご子息様、またご子息様が「花うさぎⅡ」を継いで頂けたらとそれだけ思うので
す。今はそれどころではないことはよくわかっています。
いつか・・・もしその時、継いでみようと思われたら・・・。
花うさぎさまのご冥福を心からお祈り申し上げます。
ご子息さまに「花うさぎ」を継いでほしいなどと、書いたのは本心は「花うさぎ」さ
まに終わって頂きたくなかったというせつない気持ちです。
「いつか・・・もしその時、継いでみようと思われたら・・・」と書いています。ご子息
さまに是非なんて思ってもおりません。
ご子息様のお書きになった文からお父さまを偲んで書いてしまったのです。
書かなければよかった・・・今はそう思っていますが、これは訃報を悲しむあまり
のことでした。私には受けきれない悲しみでいっぱいです。
花うさぎさまのファンの方々とごいっしょに花うさぎさまのご冥福を心よりお祈り
申し上げます。
私は私の父が学徒出陣で「レイテ」に出征したことで、このブログの「レイテ」のエ
ントリーを拝見し、コメントを書きましたらすぐに私のブログにトラックバックを貼っ
て下さいました。本当に感謝しております。
エーリヒ・ハルトマンさま、あなたさまのコメントもいつも拝見しており、私のブログ
にあなたさまのお名前を見つけた時、うれしかったのです。
それがこんなことに・・・すみませんでした。
Commented by shiratama さん
ご子息様 おつらい報告ありがとうございました。
言葉がみつかりません。
きっと靖国でおめにかかれる、絶対そうだと思います。お国のために毎日をささ
げてくださり、私たちを啓蒙してくださいました。
いまはただ、安らかにお休みください。一度生で「がはははは」が効いてみたか
ったです・・・。
Commented by sudachi さん
御子息様、御家族の皆様、
花うさぎ様の御冥福をを心からお祈り致します。
御尊父様は立派な方でした。平和ボケの多くの日本人に、愛国と憂国をの念を
呼び覚まし喚起して下さいました。私もその一人です。いま、花うさぎ様から頂い
た数々の心温まる御返信を一つ一つ思い起こしております。
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花うさぎさん、どうぞ心安らかにお休みください。本当に長い事お疲れまさでし
た。ありがとうございました。でも来年はどうぞ日本国のためにお力をお貸しくだ
さい。
最後のアップがZ旗だなんて、格好が良すぎます。
「皇国ノ興廃、此ノ一戦ニアリ 各員一層奮励努カセヨ」
Commented by abusan１２３ さん
まさか重病の身でエントリーされてたとは・・・・・・・・・・
よりによって金正日の死を見届けての逝去とは・・・・・(絶句)
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2011/12/28 22:12

花うさぎ氏のご冥福を心よりお祈りします(合掌)
まさか、花うさぎ氏の愛国の声を２度とお目にかかれない事態に
なるとは想像もしてないだけに・・・・愛国日本を目にする事なく
逝かれるとは無念でありましょう。
読者一同はこれからの日本を良くすべく花うさぎ氏の意志を受け継いで
愛国活動に励む事でしょう。
案ずる事なく御安らかに眠らされよ(合掌) Ω＼ζ°)チーン
靖国の英霊と共に。
Commented by yukinohana さん
まだ信じられません。18日デモの解散場所で姿をお見かけしたのが最後でし
た。
よく私のプラカードの写真をブログに挙げてくださいました。その度恥ずかしいも
のでした。。。
今年の夏吉祥寺デモの時に「プラカード持ってきたんだね」と笑った花うさぎさん
のお顔を今思い出しています。

2011/12/28 22:15

不思議なことに花うさぎさんが挙げられた24日・25日のエントリー中の動画は、
私がそれぞれの前日に自宅で聞いていた曲、賛美歌第二編219番「さやかに星
はきらめき」なのです。ほんとうに驚きました。

花うさぎさん、いろいろありがとうございました。どうぞ安らかにお眠りください。
Commented by nokotan さん
To hekianさん
>最後に花うさぎさんとご一緒した時の画像と動画データにあった
>花うさぎさんの写真をブログ
>https://ts25mumon.wordpress.com/
>に上げさせていただきました
>一緒の写真はシャスティス・コナカ氏撮影の動画
>２０１１．１２．１８ 第4回フジテレビ偏向報道デモｉｎ渋谷宮下公園
>http://www.nicovideo.jp/watch/sm16461646
>より切り出させて頂きました
花うさぎさんの撮影取材の様子を上げてくださり有難うございます。
まだ信じられません。肉声はないのですか？
幸祐さんの企画番組、是非聴きたかったのに残念です。
桜か幸祐さんや山際さんたちで追悼番組なんてできないんでしょうか？
喪失感から変なこと言ってるかも、、
Commented by 真・愛国無罪 さん
花うさぎ様の冥福を心からお祈り申し上げます。
しばりょう さん
To nokotanさん
>To hekianさん

Commented by

2011/12/28 22:15

2011/12/28 22:16

2011/12/28 22:28

>まだ信じられません。肉声はないのですか？
>幸祐さんの企画番組、是非聴きたかったのに残念です。
>桜か幸祐さんや山際さんたちで追悼番組なんてできないんでしょうか？
>喪失感から変なこと言ってるかも、、
悲しくて、切なくて、・・そして、だんだん怒りに、花うさぎ様は
政治家でもなんでもないですね。
普通の日本が好きな私と同じおっちゃんです。
政治家の皆様、花うさぎ様以上にブログで発信した人がいたでしょうか。
民主党はもう行ってよし、花うさぎ様がいつも言っておられました。自民党よ真の
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保守として目覚めよです。
政治家がしっかりしないから、花うさぎ様にような、純粋な日本人が犠牲になる
のだ。デモでも動画でも見て、出直せ、民のためにあるという使命を忘れた政治
家ども。
Commented by tom-h さん
花うさぎ様、中川昭一さんが亡くなられたとき以来のショックです。正直今ブログ
を覗いてどう言葉で表現してよいものか、涙が止まりません。信じたくないです。
もっと生前にこのブログを訪れておけばよかったです。安らかにお眠り下さい。
そしてご子息様辛い中私たちのことを気に掛けて下さりありがとうございます。お
父様は立派な方でした。
Commented by usagifan さん
花うさぎさまへ

Page 16 of 31

2011/12/28 22:30

2011/12/28 22:33

私は花うさぎさんのブログを拝見するようになってから
何はともあれ、まず第一番に花うさぎの世界は腹黒いから見始め
るようになっていました。
デモに参加していると花うさぎさんが取材に来る。
何故かついうれしくて花うさぎさんが来たって隣の人に
つぶやいてる自分がいました。
ためになるから見た方がいいよって！
なんか目に浮かぶのがカメラ片手に鞄にＺ旗掲げて取材している姿
今年のフジデモの際に暑さにぐったりして休憩していた姿、在特会での
取材、頑張れの取材、シンポジウム等の取材・・・・
最後に２３日にチラシをお渡したのがお見かけした最後になってしまい
ました。
ここに来てからの寒さ、反民主に対するデモの数の多さが過労に繋がった
のかもしれません。
人がこの世に生を受け、やがて土に帰るのはいつか来るもの
避けられぬものと分かってはいます。
が、しかし、まだ早い。あまりに早かった。
今はポッカリ穴が開いたような状態です。
（私が勝手に思っているのですが花うさぎさんには保守の接着剤、
強力な磁石の存在でずっといて欲しかった）
しかし、花うさぎさんの願いを叶えるためにも落ち込んでいられません。
微力ではありますが良い報告が出来るよう頑張ります。
ご遺族様へ
謹んで悔やみを申し上げます。
monesperance さん
デモで度々お目にかかりながら短い会話を交わすだけで花うさぎさまの本名も
知らない私ですが30日のお通夜に伺ってよろしいでしょうか？

Commented by

告別式の31日は東京を離れますので都合がつきません。どうしてもお別れをし
たく存知ます。ご返事お願いします。
Commented by genn さん
訃報に愕然としました。
残念でなりません…
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by

abusan１２３ さん

2011/12/28 22:33

2011/12/28 22:34

2011/12/28 22:45

追伸
ご子息を初め、ご遺族の方々に哀悼の意を表します(合掌)
09079216 さん
政治ブログを読むようになってまだ日が浅く、
こちらのブログで色々なデモが行われていることを知りました。
反日活動をする人々を許してはいけないと考えるようにもなりました。

Commented by

2011/12/28 22:54

花うさぎ様の文章はお人柄が伝わるようで、好きでした。
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写真も好きでした。
突然の訃報 残念でなりません。
今はどうぞやすらかにお休み下さい。
ご子息様 心からお悔やみ申し上げます。
悲しみの中 お知らせ下さりありがとうございました。
Commented by hekian さん
To nokotanさん
>To hekianさん
>>最後に花うさぎさんとご一緒した時の画像と動画データにあった
>>花うさぎさんの写真をブログ
>>https://ts25mumon.wordpress.com/
>>に上げさせていただきました
>>一緒の写真はシャスティス・コナカ氏撮影の動画
>>２０１１．１２．１８ 第4回フジテレビ偏向報道デモｉｎ渋谷宮下公園
>>http://www.nicovideo.jp/watch/sm16461646
>>より切り出させて頂きました
>
>花うさぎさんの撮影取材の様子を上げてくださり有難うございます。
>まだ信じられません。肉声はないのですか？
>幸祐さんの企画番組、是非聴きたかったのに残念です。
>桜か幸祐さんや山際さんたちで追悼番組なんてできないんでしょうか？
>喪失感から変なこと言ってるかも、、
申し訳ありません 花うさぎさんなど顔見知りの方との会話はビデオのスイッチを
切るようにしていたのでほとんど持っていません
デモコースでの撮影ポイントの情報交換やその他間違ってうｐすると不都合な物
もあり残していませんでした
Commented by dekahana さん
花うさぎさん、毎日ブログの更新を楽しみにしていました。
お会いしたこともない人なのに、こんなに悲しい気持ちになるなんて
どうぞ安らかにお眠りください。
私たちで精一杯日本のために尽くしてゆきます。
Commented by no-minsu さん
訃報を聞き、涙が止まりません。

2011/12/28 22:56

2011/12/28 22:57

2011/12/28 22:59

先日、天長節に日の丸を掲げましたとコメント欄でご報告したら
優しいお返事をくださったばかりだったのに…。
ただただご冥福を祈るばかりです。
ご子息様
おつらい中、ご報告を本当にありがとうございました。
Commented by kentanto さん
ご遺族の方々には、謹んでご哀悼の意を表させていただきます。

2011/12/28 23:10

一度銀座のデモでご一緒したのですが、お話することも出来ませんでした。返す
返すも残念です。

ご報告をありがとうございます。
Commented by ひっとまん♪ さん
必ず日本を取り戻します。

どうぞ安らかにお眠りください。
Commented by 20a5911 さん
チャンネル桜の今日の討論の最初の方で、西村幸祐さんが花うさぎさんのことを
少し触れてますよ。
Commented by rokuen さん
このブログはちょくちょく拝見させて頂いていました。
それぞれ上位にあるブログには特長が有りますが、このブログもその一つです。
他には無い内容で大変参考にさせて頂きありがとうございました。
Commented by heiwa さん
イブの夜、緊急入院の報に驚愕し、なんとか生還して欲しいと祈願しておりまし
たが 残念です・・・！
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保守系デモの写真が秀逸でIZaの時から必蘭所でした。

今年初旬来、伊藤哲夫氏講演始め何度かご一緒した花うさぎさんとの会話は
「安倍元首相を中心とする保守政権」が中心でした。
その樹立に向けて今、青年達が動きだしてます。
このうねりを来年は全国レベルへと展開すると、ご報告しようとしてた矢先でし
た。
諸悪の根源「日本国憲法改正」を着手出来る人材は彼しか居ないからで
す・・・！
「草莽の獅子」のご冥福を祈ります・・・
願わくば 陸続と続く青年志士達を見守ってくださらん事を・・・！合掌。

珈琲好き さん
突然の訃報にびっくりしました。
心よりご冥福をお祈りします。m(__)m
Commented by thisbe さん
花うさぎさん、きっと回復されると信じていました。
Commented by

2011/12/28 23:48

2011/12/28 23:52

残念です。
悲しくてたまりません。
街宣やデモ行進で花うさぎさんを見つけると、たいていいつも私のほうからすぐ
に「花うさぎさぁ〜ん！」と手を振ったりしていました。
18日渋谷でのフジテレビ抗議デモでは、花うさぎさんの方から先に「今日は
〜！」と言って下さって、すっごく感激していたのですよ。
これからは、Ｚ旗のピンバッジを忘れずにつけて参りますからね。
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

Commented by

leny さん
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2011/12/28 23:52

Commented by

フォロン さん
残念。謹んでお悔やみを申し上げます。

2011/12/28 23:54

小野まさ さん
ご冥福を祈ります。
これまでのご活動に敬意を表します。
Commented by joan-of-arc さん
大東亜戦争開戦美の三週間前に石川玄護国神社で自決された大学生
杉田智烈士の事をお祈りしたばかり。
花うさぎさん、神様のもとで英霊たちとともに杉田智さんとともに
私たちと日本の未来、行く末を見守って下さい。
私たちが、花うさぎさんのご意志をついで頑張れるよう
見守って下さい。 花うさぎさんも烈士です。

2011/12/29 00:04

Commented by

お父様のお気持ちを思い、みなさんに伝えられた
素晴らしいご子息をお持ちで幸せですね。
ありがとうございました。 心こめて安らかにとお祈りします。
Commented by kunimamoru さん
只々、残念です。合掌
Commented by arigato さん
一度も接点は無かった者ですが、
花うさぎさんのお名前がイザから消える日が来るとは・・

2011/12/29 00:08

2011/12/29 00:09

2011/12/29 00:09

とても寂しいし、悲しいです。ご冥福をお祈り致します。
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暴れ熊 さん
突然の訃報に接し、ただただ驚いています。
心より、お悔やみ申し上げます。
合掌。
Commented by katachi さん
悲報に接して大変悲しいです。残念です。
皆さんがこのブログを楽しみにしていた事もこの数字を見れば良く解ります。
ただただご冥福をお祈りするばかりです。保守は、不滅です。
Commented by

Commented by

ぽちちゃ〜ん さん
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2011/12/29 00:20

2011/12/29 00:21

花うさぎ様
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
残念です、残念です、ご家族様には残念でなりませんね。
渡辺雅春 さん
御尊父様の訃報に驚愕しました。
何時もブログを愉しみにして、小生のブログに転載させて戴きました。
凛とした國家國民の志を取り戻す為には、是非とも必要な人材でした。誠に誠に
残念です。
残された我々は御尊父様の意思を引き継ぎ邁進せねば為りません。
衷心よりご冥福をお祈り致します。
永い間お世話に為り有難う御座いました。
Commented by tuwano さん
悲しいです。本当に悲しいです。
毎日、日本の歴史、真実をわかりやすく教えて下さいました。
上品で、凛としておられて、やさしいお人柄にいつもふれさせて頂き、心から尊敬
しています。
国を愛する心を教えて頂きありがとうございました。
本当にありがとうございました。涙が止まりません・・・。
Commented by wasabiorginger さん
花うさぎさん御遺族様
Commented by

突然の御訃報に接し、言葉もありません。
真正保守政権が誕生することを夢見て、常に隔たりなく保守系の活動を取材さ
れておられた姿を現場で時折拝見しておりました。
私も幾度となく本ブログに投稿しましたが、その度に素早く御返事いただき、本
当に「心優しき憂国の国士」だと思っておりました。
花うさぎさんとのブログでの対話ができなくなるのは、本当に無念でなりません。
御冥福をお祈り申し上げると共に憂国の鬼となって我が国をお守り下さるようお
願い申し上げます。
Commented by KOKUMINnoKOE さん
花うさぎ様、ご子息様、ご家族の皆様

2011/12/29 00:28

2011/12/29 00:33

2011/12/29 00:51

2011/12/29 01:03

謹んでお悔やみ申し上げます。
日本を思う素晴らしい内容の数々、ご尊父様のブログには日本人を目覚めさせ
る力があります。
その鋭い指摘で気付かされた事は、一生の財産となると思っております。
本当にありがとうございました。
Commented by

izakiku さん

2011/12/29 01:03

花うさぎさん、今まで、本当にありがとうございました。
素晴らしいエントリーの数々、どれほど励まされた事か・・・。
あの世でもきっとこの日本を愛国者達を見守っていて下さいますよね。
心からご冥福をお祈りいたしますとともに、あなたの功績は忘れません。
ありがとうございました。

Commented by

aqua369 さん

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/29 01:32

2011/12/30

花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。：イザ！
花うさぎさんのブログを通し、本当にたくさんのことを勉強させていただきました。
日本のことを知れば知るほど日本が大好きになり、この素晴らしい国を守りたい
という思いから、デモにも参加するようになりました。
花うさぎさんの愛国活動に心より敬意を表し、ご冥福をお祈りいたします（合掌）
Commented by pumpkinbox さん
花うさぎさん
初めてデモでお会いした時、私のプラカードに興味を持って頂き写真を撮って頂
きました。その後も何度もデモや抗議活動でお会いし写真を撮って頂きました
が、私は自己紹介をしていませんでした。「今度お会いした時は自己紹介してゆ
っくりお話をしたい」と思っていた矢先の事で、本当にショックです。「メディアが報
道しない事実を残したい」という花うさぎさんのお言葉は忘れません。ご冥福をお
祈り致します。
Commented by shou さん
花うさぎさん…
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2011/12/29 01:47

2011/12/29 01:59

訃報に接して、言葉通り我が目を疑いました。きっと見間違いだ、と。
正直、信じたくありませんでした。
本当に、本当に悲しいです。
数年来、ネット越しに会話をしつつも、直にお目にかかる機会を持てなかったこと
が悔やまれます。
心よりご冥福をお祈り致します。
きっと、天空から日本を見守って下さるものと思っています。
花うさぎさんの御遺志は、皆さんとともに受け継いで参りますので、見ていて下さ
い。
御遺作であるブログ内の珠玉の記事の数々を読み返し、心に刻んでいこうと思
います。
花うさぎさん、今まで本当にありがとうございました。

御子息ならびに御家族の皆様
心よりお悔やみを申し上げます。
辛いお気持ちを圧して、顔も見えぬ私達にお知らせ下さいましたことを感謝致し
ます。
お父上は実に素晴らしい御方でした。
その御活動を通じて、日本の未来の礎を築かれたのだと確信しています。
改めまして、皆様に深く感謝致します。
ありがとうございました。
Commented by yohkan さん

2011/12/29 02:08

哀悼の意をこめて画像を作成しました。心からご冥福を祈ります。
http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2552866/
Commented by kamakiri555 さん
花うさぎさんの動画を載せました。

2011/12/29 02:49

http://www.youtube.com/watch?v=GA_GfrW1l3k
在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈り致します。
Commented by にゃんこ さん
なんということでしょう！
花うさぎ様の行動力に感服させられ続けておりました。
それが病を抱えたうえでのことだったとは！
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
yamato263 さん
残念です。悲しく、そして悔しいです。

Commented by

2011/12/29 02:54

2011/12/29 03:04

花うさぎ様のブログがなければ、様々なデモに参加することも無かったかも知れ

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/30
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ません。花うさぎさんはどんなレポートを書いてくれるかな、といつも心待ちにし
ていました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。

Commented by gracefulgrace さん
花うさぎさんのブログで、どんなにたくさんのことを教えていただいたことでしょ
う。
花うさぎさんのおかげで、日本人として覚醒いたしました。
ご逝去、ほんとうに残念でなりません。
心からご冥福をお祈りいたします。
Commented by 『ぼやきくっくり』のくっくり さん
「引きこもり」型ブロガーの私とは違い、デモや集会にも積極的に参加されるな
ど、日本をより良くするための具体的な活動をされた大変貴重な方でした。本当
に残念でなりません。
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
Commented by ホイミン さん
花うさぎ様のブログにアクセスしたら
突然の訃報でしたので驚きました。

2011/12/29 03:40

2011/12/29 04:22

2011/12/29 04:35

どうぞ お気を落とされませんように
心から哀悼の意を表します。
AW さん
面識はありませんが、ここで色々お世話になりました。
同士の訃報に驚くばかりです。

Commented by

ご子息とのことですが、意志を継ぎ一緒に日本を守る戦いに必ず勝ちましょう。
それが最大の弔いです。
Commented by sakurara2 さん
花うさぎさん、おはようございます…。
本当にもうお返事頂けないんですか？ 英霊さんや泉水監督に「まだ連れて行
かないで下さい。こっちに来るな！って言って下さい。私達と一緒に戦わせて下
さい。」とお願いしていたので、きっと大丈夫だと思っていました。

2011/12/29 04:49

2011/12/29 06:38

でも花うさぎさんはアチラでもきっと人気者ですね。
英霊さんや泉水監督、中川昭一さんなど、いろいろな方とのお話を、可能なら朝
刊として届けて欲しいです。
12月27日は、そよ風さんが泉水隆一監督をお招きし｢凛として愛｣を上映された
日
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1388528/
そして葬儀場は泉水監督と同じ場所
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1714862/
上記エントリーに
【勇気と感動をありがとうございました 「凛として愛」は私達が伝えていきます】
とあります。これからは私達が伝えていきますね。
泉水監督が「凛として愛」を遺して下さったように、花うさぎさんも私達にたくさん
の教科書を残して下さいました。これからまたエントリーを最初からじっくり読ん
で行きますね。
本当に本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈り致します。
Commented by

sakurara2 さん
ご家族の皆様へ
花うさぎさんの事をお伝えして下さり、私達にも祈る時間を与えて下さった事を心
から感謝しています。本当にありがとうございました。

2011/12/29 06:40

相模 さん
突然の訃報に驚きました。
花ウサギ様のブログで新聞の書かない（しかし重要な）話題を知ることが出来ま
した。そのお働きに感謝し、心からのご冥福をお祈りいたします。
Commented by ririann48 さん

2011/12/29 06:58

Commented by

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/29 07:06

2011/12/30
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花うさぎさん
言葉を交わしたことはありませんでしたが、デモではご一緒させていただき、ブロ
グも毎日拝見していました。
突然の訃報が信じられません。
民主党政権になってから、毎日が怒りや失望の連続で、花うさぎさんも心が休ま
らなかったのではないかと思います。
花うさぎさんがあの世から安心してこの世を見られるように、私たちも本当のこと
を伝えていかないといけませんね。
本当に、ありがとうございました。
花うさぎさんのご冥福を、心からお祈りいたします。
Commented by iromegane さん
花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
kinton さん
花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

2011/12/29 07:14

Commented by

2011/12/29 07:29

まだ信じられない気持ちでいっぱいです。驚いております。
いろいろな出来事、いつも分かりやすく
丁寧に、教えて頂きました。
心からお礼申し上げます。
花うさぎさん ありがとうございました。
Commented by 博士の独り言 さん

2011/12/29 07:30

訃報に触れ残念でなりません。
心よりご冥福をお祈りいたします。
pioneer48 さん
しかし、このコメント欄を拝見すると如何に多くの隠れ読者（ROM）の

Commented by

2011/12/29 07:57

方々が居られたかが、初めて拝見するHNから分かります。
花うさぎさんの早逝は、日本の保守の大損失だった事に違いありません。
非理法権天 さん
花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

Commented by

2011/12/29 08:44

しゃちょう さん
ご冥福をお祈りいたします。

2011/12/29 09:30

Commented by

私にとって全くの他人である筈の花うさぎさんの突然の訃報がこれほどショック
とは…涙が溢れて来ます。
花うさぎさんありがとう。
あなたが示してくれた道標、私は迷わず歩いて行けます。
Commented by gannbareojisan さん
ご子息様 ご遺族様
遠方より毎日楽しみにしておりました花うさぎさんのブログでした。
ここ数日ブログ更新がされていない事を気になっておりました。
本日久々の更新を確認した際、この様な形でのご報告があるとは残念至極と言
わざるを得ません。
日本の将来を真に心配続けられ見守り続けられましたね。
本当に有難うございました。ブログでの出会いでしたが小生の心の師として生涯
忘れる事の無い有意義な出会いでありました。
ここに心よりのご冥福をお祈り申し上げます。
mrgr4272 さん
花うさぎさんの訃報に接し、ただただ驚いております。

Commented by

2011/12/29 09:43

2011/12/29 10:08

私の拙いコメントにもご返事をいただき感謝しております。
心より、ご冥福をお祈り申し上げます。
ありがとうございました。
nokotan さん
To kamakiri555さん
>花うさぎさんの動画を載せました。

Commented by

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/29 10:10

2011/12/30
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>
>http://www.youtube.com/watch?v=GA_GfrW1l3k
>
>在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈り致します。

拝見しました。とっても貴重な映像を公開していただき感謝致します。
ご葬儀には行かれませんが、遠くから見送らせていただきます。ご子息様にはこ
の機会を与えて下さり有難うございました。ご家族の皆様、心からご冥福をお祈
りいたします。花うさぎ様にはさよならは言いません。
Commented by stctaku さん
驚きました。
何度かコメントに書き込みさせていただきましたが、その都度、丁寧な返信をい
ただきました。
ご冥福をお祈りします。
Commented by ロビン さん
こちらのブログを拝読するようになって日が浅いのですが、毎朝花うさぎ新聞を
楽しみにしていました。
今までネットで吠えていただけの私が、12月14日、人生初のデモに参加致しま
した。
花うさぎ様のブログを読まなければ、一生デモに参加することはなかったかもし
れません。
花うさぎ様からは、自国を愛し誇りを持つこと、行動することの大切さを教えて頂
きました。
引きこもりの私の背中を押して下さってありがとうございました。
今はただただ悲しいです。
花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
Commented by akiramatuda さん
花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
日本を良くする為ならば、途上にて倒れても悔無し
edwalker さん
残念です！！

2011/12/29 10:35

2011/12/29 10:37

2011/12/29 10:50

Commented by

2011/12/29 10:52

levic-cd5 さん
花うさぎ様
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
ブログを拝見するようになって日が浅いのですが、最近は毎日ブログを拝見して
いました。
今まで本当にありがとうございました。そしてお疲れさまでした。
花うさぎさんのご意思は私たちがしかっりと引き継いでいきます。
Commented by 唸声 さん
ご一緒に飲んだお元気な姿が忘れられません。

2011/12/29 11:07

Commented by

2011/12/29 11:13

謹んでご冥福をお祈りいたします
Commented by

その蜩 さん
まだまだこれからと言うときに、残念です。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

2011/12/29 11:55

marugotoitigo さん
ご子息様、とても大変な時にお知らせくださり
ありがとうございました。
今はただただ悲しく、残念で言葉になりません。
花うさぎ様、本当にありがとうございました。
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
Commented by causal さん
ご生前のご功績を偲び、心からご冥福をお祈りいたします。
ご遺族様のお悲しみ。いかばかりかと拝察いたします。

2011/12/29 12:18

Commented by

2011/12/29 12:20

「日本人はかくあるべし」との道標を示して戴いた花うさぎ様。
そして誠実て暖かいおひとがらが滲み出た、そして日本を貶める輩に対する激し
い憤りに満ちた、花うさぎ様のブログ。忘れる事など出来ません。
日本を貶める、北朝鮮の「先軍政治」ならぬ「鮮人政治」をこの2年に亙り行って
来たアノ政党は来年早々瓦解するはずです。その時は
「おいしいお酒」を共に飲みたかったです。

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/
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ご遺族様へ。
私は花うさぎ様の「世界は腹黒い1.2」は難破し漂流した我が国民が
日本のあるべき姿を真剣に探し求めた時、 その道しるべとなる北極星であると
思っております。
日々の記事の更新は無くとも北極星は燦然と輝き続けるでしょう。
これからも、事ある毎に北極星を仰ぎ見て、進路が誤っていないか確かめる事
で
しょう。
毎日お会いいたします。賞賛の2クリックと共に。
Commented by heartail さん
今しがた知りました。
ショックです。
Commented by hachiman さん
謹んで花うさぎさんのご冥福をお祈りいたします。
このブログは毎日楽しみに拝見させて頂いておりました。
時々「世界は腹黒い」と云うコピーもお借りしておりましたが・・・。
大変残念です。
Commented by heartail さん
花時計のサイトより転記いたします。http://www.hanadokei2010.com/

2011/12/29 12:22

2011/12/29 12:35

2011/12/29 12:39

転記ここから--保守活動の取材で活躍されていた花うさぎさん(本名:安仲徹男氏)が12月27
日、18時17分に逝去されました。
通夜：12月30日 午後6時〜
告別式：12月31日 午前11時00分〜
式場：コムウェルホール高円寺
住所：東京都杉並区高円寺南2-2-2
丸ノ内線 東高円寺駅2番出口徒歩5分
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈りいたします。
http://blog.livedoor.jp/hanadokei2010/archives/3217700.html
転記ここまで--Commented by

kakigouri218246 さん
はじめてコメントを投稿させていただきます。
コメントの投稿ははじめてですが、今年に入ってからこちらのブログ
には何度もお邪魔をさせていただいておりました。
花うさぎさまには、沢山のことを教えていただきました。
でも、まだまだ私は勉強不足です。
これからも、いろんなことをこちらのブログで教えていただきたかった・・
本当にショックで、残念で仕方ありません。
これからも、自分なりに勉強して、日本を再生できるよう、微力ながら
頑張ってまいりますので、どうか見守っていてください！
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

2011/12/29 13:28

kemeko さん
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2011/12/29 13:45

Commented by

深い悲しみはなかなか癒えそうもありませんが、
これからも一層頑張ってまいります。
花うさぎさん、見ていてください。
Commented by taigen さん
私ごときの駄文にも丁寧に返答して下さる花うさぎ大兄を私も大好きでした。ご
冥福をお祈り致します。
Commented by moshi8if さん
花うさぎさま

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/29 14:24

2011/12/29 14:48
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残念です。
無念です。
今年は民主党政権下の大震災で２万人もの命がもって逝かれました。
今年の最後になって花うさぎさんが逝かれるとは言葉もありません。
来年は何としても民主党を倒したいと思います。
天国で見守って下さい。
ご冥福お祈り申し上げます。
合掌。
花うさぎ さん
To monesperanceさん
>デモで度々お目にかかりながら短い会話を交わすだけで花うさぎさまの本名も
知らない私ですが30日のお通夜に伺ってよろしいでしょうか？
>
>告別式の31日は東京を離れますので都合がつきません。どうしてもお別れを
したく存知ます。ご返事お願いします。

Commented by

2011/12/29 15:18

花うさぎの息子でございます。
この度はお通夜にご参列の意思をご表明頂き誠にありがとうございます。
我々家族としても父の葬儀にご参加いただけるとあれば父も喜ぶと思っておりま
す。
大したおもてなしはできないかもしれませんが、よろしれば父へ最後のお言葉を
頂ければと存じます。
Commented by hiroshi478 さん
突然の訃報に驚いています。
ご冥福をお祈りいたします。
心ある日本を取り戻すために頑張りますので天国で見守っていてください。
ありがとうございました。
Commented by nrg53810 さん
突然のお父上様の逝去の報に接し心からお悔やみ申し上げます。
先の大東亜戦争で戦った特年兵を取り上げ、お褒めの言葉を頂きましたことに
ついて感謝すると共に心からご冥福を祈り申し上げます。
Commented by コードネームは6-4-3 さん
御尊父様の訃報に際し心から哀悼の意を表します。

2011/12/29 15:22

2011/12/29 15:33

2011/12/29 15:47

此方のブログに立ち寄らせて頂くと必ずお忙しい中
御返信を下さった事を思い出します。
私がＩｚａにてブログを始める切っ掛けになったお方でした。
感謝申し上げると共に故人のご冥福を心からお祈り申し上げます。
佐々木正明 さん
突然の訃報にただただ、驚くばかりです。
そして、ご冥福をお祈りしたいと思います。

Commented by

2011/12/29 15:57

一度、とある会場で花うさぎさんにお会いしたことがあります。
はじけるような笑顔と突進力で、記者顔負けの取材をされており、
私自身、とても勉強になりました。
ご名刺をいただき、お話させていただき、とてもうれしく、
その後もブログの更新を楽しみにしていました。
今一度、過去のブログを読み、花うさぎさんの言葉を胸にとどめたい
と存じます。
合掌
Shinichi Takamizawa さん
突然の訃報に驚いています。謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by

2011/12/29 16:03

合掌
nihonn さん
花うさぎさんのブログ、毎日拝見しておりました。
花うさぎさんの記事にいつも勉強させていただき、誠にご勝手ながら私のブログ
に引用したりもしていました。

Commented by

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/29 16:23
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毎日更新してるはずのブログが25日で停止していたので心配していたのですが
まさかこんな悲しいことになるとは夢にも思っていませんでした。
日本再生はこれからだったのに･･･。
残念でなりません。
悔しいでなりません。
一度でも良いから、花うさぎさんと話してみたかったです。
もはやそれは叶わないものとなってしまいました。
貴方の遺志は我々が受け継ぎます。
どうか天国で中川昭一先生とともに祖国・日本をお守りください。
ご冥福をお祈りします。
合掌
Commented by sakyo116 さん
ご子息様そしてご家族の皆様
謹んでご冥福をお祈りいたします。
毎日ブログを開けるのが一日の楽しみでした。日本人と日本国を真に想う
大事なお人を失いました。悲しみいっぱいです。
Commented by shironeko-japon さん
ご子息様・ご遺族の方々

2011/12/29 16:24

2011/12/29 16:45

心より花うさぎ様のご冥福をお祈り申し上げます。
ずっとご回復を祈願しておりましたが、誠残念でなりません。
ここに毎朝訪れる事で、どれほど売国される日本の危機に際し、
心強くいられたか計り知れません。
そして内容や写真の素晴らしさが、関心のない団塊の世代の
人々にすこしづつでも、日本の現状を知らせる良い材料となり、
拡散に明け暮れる日々でした。
出来ますればこのままここを残していただけると、色々な日本人
に学んでいただけると思いますが・・・、勝手を言って申し訳
ありません。
そして何より大変な事態の折り、ご子息様が状況を度々お知らせ
くださった事は、花うさぎ様の背中を見て育たれた証しであり、
真の日本人と感じました。
どうかご遺族の皆様、お気持ち強くお過ごしください。
花うさぎ様の事は生涯忘れません！
そしてこれからも活動の際、参考にさせて頂きます。
長い間本当に有難うございました。
Commented by heartail さん
いつも都内で街宣に参加されていた方にはお見知りの方も多いのではないでし
ょうか。
今月１４日、外務省前で慰安婦問題抗議の際、取材にいらしていた花うさぎさん
です。

2011/12/29 17:04

http://blogs.yahoo.co.jp/heartail/63061035.html
精力的なご活動の傍ら、とても穏やかで紳士的な方でした。
maru145san さん
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
花うさぎさんの志は必ず受け継がれると思います。

Commented by

2011/12/29 17:21

お疲れ様でした。
Commented by たりんず（不足頭） さん
心からご冥福をお祈り致します。

2011/12/29 17:49

Commented by

yula22 さん

2011/12/29 18:11

花うさぎさま
どうか安らかにお休み下さい。
そして天から私たちをお守り下さい。

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/30

花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。：イザ！

Page 27 of 31

お疲れ様でした。
そしてありがとうございました。
愛國 さん
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

Commented by

2011/12/29 18:26

誇りある日本の会
日本季節文化研究会
吉田明彦拝
haradutumi さん
花うさぎさん、貴重なブログ活動ありがとうございました。
Commented by

2011/12/29 18:29

そして、その花うさぎさんを支えてこられたご家族の皆様、ありがとうございまし
た。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by zeppekikun さん
花うさぎさん、

2011/12/29 18:47

悲しいです！
どうしてですか？ 本当に悲しいです！
早過ぎます、もっともっと生き続けてほしい、ほしかった。
悲しいです。
心強い先達でした。
花うさぎさんの優しい心、自分は忘れない！
自分は泣く！ 泣くしかありません。
genn さん
改めてコメント欄に追記させていただきます。
先に案内あったので既にご存じかもしれませんが…

Commented by

2011/12/29 19:14

15分:36秒ころから西村幸祐さんが
花うさぎさんについて語っていらっしゃいます、
言葉に表情に悲しさが表れていると思います：
1/2【桜プロジェクト】年末スペシャル・キャスター討論[桜H23/12/28]:
http://www.youtube.com/watch?v=a_JpUv86xU4
改めて冥福をお祈り申し上げます。
Commented by

higeoyaji さん

2011/12/29 19:29

花うさぎさん
ありがとうございました。
dpal451 さん
花うさぎ様のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。

Commented by

2011/12/29 19:45

しばらくネットから遠ざかっていた矢先に突然のお知らせ、本当にびっくりする
とともに悔しくてなりません。
そのブログ記事はいつも我々の行方を照らすものでした。ネットを開けるといつ
も花うさぎさんのブログを見て勇気づけられ、ともに憤慨いたしました。心はいつ
も花うさぎさんと一緒でした。
ネットでの語り合いはそう頻繁ではありませんでしたが、心は通じていました。
本当に保守の灯台を失った気持ちです。
本当にありがとうございました。
akira さん
謹んで花うさぎ様のご冥福をお祈り申し上げます。

Commented by

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/29 20:31
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毎日の精力的な更新でそれほど無理をなさっていたとは・・
しかも、外にも頻繁に出かけられて活動されていました。
本当にありがとうございました。
そのご意思を少しでも引き継いでゆきたいと思います。
どうぞ日本を見守っていてください。
Commented by yosinaripon さん
花うさぎ様のブログはランキングに参加してから読み始めたのですが、毎日楽し
みにしておりました。突然のご逝去、まことに残念です。
ご冥福をお祈り申し上げます。
Commented by ナルト改 さん
花うさぎ様ご逝去の報に接し、謹んでご冥福をお祈りいたします。

Commented by

hatchan さん

2011/12/29 21:17

2011/12/29 22:01

2011/12/29 22:12

花うさぎさん
残念で、残念でたまりません、、、花うさぎさん
ご子息様、ご家族様
花うさぎさんのご冥福を、心からお祈りいたします。
Commented by taezaki160925 さん
ご子息様そしてご家族の皆様

2011/12/29 22:35

謹んでご冥福をお祈りいたします。
エーリヒ・ハルトマン さん
To 花うさぎさんm(__)m

Commented by

2011/12/29 23:16

未だ気持ちの整理がつかず、ご逝去にあたり悲しみは深まるも、適切な哀悼の
辞を申し上げられません。
ブログ上で大変お世話になり☆１２月１４日に、星陵会館でお目にかかり☆『エー
リヒ・ハルトマンです。お会い出来て光栄に存じます。』とご挨拶すると、ニコッと
微笑されて『いつもありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。』とお
答えになりました☆。一度だけですが、傾蓋に接する事が出来て☆大変幸せで
した☆
花うさぎさんは☆、最近多くなった(嘲)物事の表面だけを見て判断する日本人
(蔑)と違い☆私の信条と同じく『物事の表面だけでなく、核心や本質に迫る。』を
理解し、実行出来た方でした☆。
私から見ると、日本軍参謀本部の情報部長のようでした☆
私も、部下の参謀になったつもりで(汗)、出来るだけ正確な書き込みを心掛けま
したが、戴いたコメントは過分な評価を下さり☆、恐瞿に耐えません(>_<)
思い出は尽きませんが、今後は花うさぎさんの遺志を受け継いで☆、日本軍の
上司や先輩方と☆手を緩めず徹底的にミンス党を追込み☆１日も早く解散総選
挙に持ち込み、保守政権へと交代するよう戦い☆、実現した暁には☆花うさぎさ
んの墓前に☆報告したいと存じますm(__)m
Commented by one2010eight さん
慎んでお悔やみ申し上げます。
合掌
ibm9001 さん
何というか，あまりにも突然のことに言葉もありません．
花うさぎさんに心よりお悔やみ申し上げます．
Commented by マリ子 さん
毎日まず一番に花うさぎさまのブログを読ませていただき、参加できなかったデ
モや集会の情報も知ることができました。今回、他の方のブログでお顔のお写真
を拝見し、何度もお会いしたことがあることを知りました。一言日頃の御礼が申し
上げられずに誠に残念です。謹んでご冥福を心からお祈り申し上げます。
ご愁傷のほど察してあまりありますが、ご家族の皆様もどうぞお体ご大切になさ
って下さいませ。
Commented by kkytea さん
Commented by

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/29 23:39

2011/12/29 23:52

2011/12/30 00:51

2011/12/30 00:53
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花うさぎ様
本当に残念でなりません。ショックです。子供たちと一緒に泣きました。
チャンネル桜の街宣のとき、私たち親子を撮影してくださり
また、日護会の反創価デモのときは 私たち家族を撮影してくださり
ご自身のブログに載せてくださいました。
その後も、いろんなデモなどでお会いしたときには 気さくに
お話しさせて頂きました。
花うさぎさんのことは 忘れません。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
合掌

Commented by parkmount さん
花うさぎさんの訃報に接し、心よりご冥福を祈念申し上げます。

お疲れさまでした、花うさぎさん。
Commented by 丸山光三 さん
クリスマス休暇から帰ったばかりで思いもかけぬ訃報に接しました。ご子息様、
ご訃告ありがとうございました。ただただご冥福を祈るばかりです。しかし花うさ
ぎさんのことですからその魂はあえて瞑目せず七たび生まれかわって報国をせ
むとの志を実行されることでありませう。とはいえ今はしばらくの休息をおとりくだ
さい。お疲れ様でした、そしてありがとうございました。これからZ旗をみるたび花
うさぎさんのことを思い出すことでありませう。合掌
Commented by kumi さん
花うさぎ様

2011/12/30 03:06

2011/12/30 04:39

2011/12/30 05:14

初めて書き込みさせて頂きます。
何かのご縁で こちらのブログを知り、携帯のお気に入りに入れて毎日拝読させ
て頂いておりました。 更新が途切れた日から心配しておりました。 突然の訃報
に悲しみで一杯です。悔しいです。
今、すでに御霊となり日本国を守る為に動いてらっしゃると思っています。
花うさぎさんは、私の心の中でずっと生きています。
Commented by

短足おじさん さん

2011/12/30 07:38

花うさぎ様
初めてのコメントがこんなものになろうとは夢にも思いませんでした。
最後のエントリーがＺ旗、
間もなく新しい年ですが、来年は心ある日本人皆がＺ旗をかかげてがんばらね
ばいけない年だと思います。
花うさぎさん、安らかにお休みください。
あなたの残した意思は多くの方が引き継いで、新しい国づくりにがんばっていま
す。
有難うございました。
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
Commented by tropicasso さん
花うさぎ様ご家族様
ご子息様

2011/12/30 07:53

年末なのに多忙で今朝ご逝去を知ったところです。
もう、言葉にならない程の空虚な感覚で、残念で残念で仕方ありません。
お人柄もさっぱりして、Z旗とカメラで動き回っておられたのが目に焼き付いてい
ます。
毎日、毎日エントリーがあり、且つその内容が深く、加えてきれいな写真や画像
の貼り付けがあって、毎朝アクセスするのが本当に楽しみでした。
本当に日本が大好き人間達が大きなバックボーンを失った感じです。
書斎は資料で溢れかえっているのでしょうね。
是非、仕事場の写真を機会があったらご紹介下さい。

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/
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そして、このブログは息子さんに引き継いで時々近況をエントリーして戴きたいで
すね。
心からご冥福をお祈りすると共に、天国から保守へお力を貸して戴き、民チュ党
を叩き潰し、そのご恩に報いたいです。
本当にありがとうございました。 合掌。

Commented by

tegetege0103 さん

2011/12/30 08:16

花うさぎさん・・・
朝になるとどうしてもここに来てしまいます。
意味の無い書き込みですがどうかお許しください。
Commented by sakurara2 さん
花うさぎさんブログの読者様
おはようございます。

2011/12/30 09:54

各ブロガーさんが花うさぎさんについて書かれたエントリーを印刷して、花うさぎ
さんのご家族にお届けしようと思っています。
もちろんコチラのコメントも…。
今、コチラにまとめ中です。
http://blogchirasi2011.web.fc2.com/hanausagi.html
今回お届けに間に合わなくても、溜まった分づつでも郵送などでお届けできたら
いいなとも思っております。生前お名刺を頂いております。
エントリーを上げられた方は、花うさぎさんのこのエントリーにＴＢして頂けますと
探しやすいので助かります。
ただｉｚａはＴＢ出来ない場合も多いので（私も出来ません）、その場合はsakurar
aのブログの方にコメント頂けますと嬉しいです。
（承認制になっていますので、表示されるまでお時間がかかります。それから「非
公開希望」と打って頂ければ、公開は致しませんので、もし非公開で花うさぎさん
にお伝えした事がありましたらお使い下さい。）
http://ameblo.jp/sakurara-f/entry-11120174698.html
どうぞよろしくお願い致します。
ＰＳ．花うさぎさんの「ブログランキングクリック」もどうぞよろしくお願い致します(-)。
都浪人 清導会 さん
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

Commented by

2011/12/30 09:56

言葉もありません。

Commented by

合掌
chibio3 さん

花うさぎさま。
並々ならぬ努力とご活動、本当にお疲れ様でした。
何より日本を愛する多くの日本人を目覚めさせてくれたことに感謝いたします。
惰性で続く大きな流れを変えるにもそのきっかけとなる原動力には多大なる力を
必要とします。それは辛くて苦しくて誰もやりたがらない仕事です。
それを氏は旗手として見事やってのけました。
まずは此岸の喧騒を忘れゆっくりと御魂をお休め下さい。
Commented by izminoyan さん
ご子息様、ご家族の皆様

2011/12/30 11:05

2011/12/30 11:57

ご生前のご功績を偲び、謹んでご冥福をお祈り致します。
ブログで日本人として大切なことを教わりました。
ありがとうございました。
Commented by

てるくん さん

http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/allcmt/

2011/12/30 12:25
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ご子息様
お父上のご冥福をお祈り申し上げます。英霊の御元で安らかにお過ごしいただ
ける、と確信しております。
Commented by ひっとまん♪ さん
花うさぎさんの写真を掲載しておきます。
http://twitpic.com/80hpak
Commented by amg500sl60 さん
年末年始の慌しさにまみれてしまい、訃報に気付くのが遅くなりました。
御生前の氏の偉業をもって、私のような愚民がカクセイ出来ました。
氏のご子息様がお続けになれば、益々多くの日本国民が気付くことに成ると思
われます。

2011/12/30 12:28

2011/12/30 14:24

最後に氏のご冥福をお祈りしましてお別れの言葉と、ご子息様への期待と願望
とさせて頂きます。
合掌

トラックバック(9)
花うさぎさんの御冥福をお祈りいたします [猫多摩散歩日記 2]
2011/12/30 11:33
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り致します。 -------------- お通夜：12月30日 午後6時〜告別式：12月31日
午前11時00分〜式場：コムウェルホール高円寺住所：〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-2-2 …
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます [青山繁晴氏のファンサイト・淡交
2011/12/30 04:48
…]
保守のブログとして有名な「世界は腹黒い」の管理人「花うさぎ」さんが逝去されました。「淡交」管理人 微力は一度だ
け「頑張れ日本！」のデモ行進で花うさぎさんとお会いして名刺交換などをしましたが、スマート…
橋下改革の障害となる二人 [日本を変える！橋下改革で変える！]
2011/12/29 23:47
今年も残りわずかですが、ダブル選の後はあっという間に日が過ぎ去って行った様な気がします。本格的な橋下改革
が動き出すのは来年からとなるのでしょうが、早くも連日新聞やテレビをにぎわせています。ホント、…
花うさぎさん英霊の御元へ…Z旗の紳士かく戦えり [東アジア黙示録 ]
2011/12/29 13:47
精力的な現地取材で知られる憂国派ブロガーの重鎮・花うさぎさんが12月27日、永眠されました。心よりご冥福をお
祈り申し上げます。
花うさぎさま、ご遺志を継ぎます。 [しおんの勉強部屋]
2011/12/29 00:32
にほんブログ村 posted by (C)しおん私の恩師とも、オンラインのお父さまとも慕ってきた、有名ブロガーの花うさぎ
さまが、２７日、他界されました。花うさぎさまは、政治ブログランキング上位の、ア…
花うさぎさんのご冥福をお祈りします [愛国画報 from LA]
2011/12/29 00:19
花うさぎさんの訃報に愕然とした。惜しまれる人ほど早く旅立ってしまう。ブログ 「世界は腹黒い」 を通じて、暖かいお
人柄や誰よりも国を思う気持ちに毎日接してきた。お目にかかったことはないけれど、大切な友人で…
北朝鮮崩壊時、韓国負担１４兆円 [日本は危機的な状態です！]

2011/12/28 21:42
韓国など、どうなろうと構わないが、日本にも影響しそうなので、以下のニュースを取り上げる。 『韓国のシンクタン

ク、韓国経済研究院は２８日までに、北朝鮮の金正恩氏の体制が急速に崩壊し、２０１３年に韓国が…
湖南市多文化共生社会の推進に関する条例(案)を潰せ！ [反日ハンター]
2011/12/28 20:00
テガミバチ REVERSE 1【初回限定版】 [DVD]クチコミを見るわしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ。先日、このような
ツイートを見つけた。twitter/kyomoko1222https://twitter.com/#!/kyomoko1222/status/1493319999
0 ..…
花うさぎ様、日本１の憂国のブロガーでした。来年こそ、民主馬鹿政権倒して一緒に
2011/12/28 18:31
美味しい酒飲みたかった。 [マスゴミの最大の武器は、捏造、歪…]
花うさぎ @sekaiharaguroi プロフィールを見る→ 東京都中野区花うさぎの「世界は腹黒い」２のブログを毎日更新
しています。 よろしくお願いします。 http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/ ブログの充実度は、他を圧…
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