
正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 

本当の歴史と外交！ 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装！取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り！がんばれ！維新政党・新風！ 
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最新記事 

フジがブータン国王を侮辱！日本の
恥！笑っていいとも!年忘れ特大号
2011でブータン国王夫妻のモノマネを
する劇団ひとりとAKB４８の秋元才加・
フジテレビは一刻も早くブータン王国
に謝罪しろ！電凸済み (12/29)  

訃報、花うさぎさん・感謝しても感謝し
切れない程お世話になりました・皆が
愛したブログ【花うさぎの「世界は腹黒
い」２】 (12/28)  

死刑執行１９年ぶりゼロ！平岡法相に
動く気なし「人の生命を絶つ極めて重
大な刑罰…」・死刑囚の数は増える一
方・遺族「執行なければ、事件は終わ
らない」「犯人より早く死ねない」・法相
は刑事訴訟法４７５条を遵守せよ 
(12/28)  

菅直人礼賛ドラマ、韓流出演映画「ゴ
ースト もういちど抱きしめたい」、 人志
松本のすべらない話、妖怪人間ベム、
坂の上の雲、全日本フィギュアスケー
ト選手権、花王単独スポンサー反日女
優キムテヒ主演「僕とスターの99日」 
(12/27)  

フジテレビ生放送中に抗議の叫び
声！動画あり・１２月２３日放送FNNス
ーパーニュースの現場生ロケ中に「偏
向報道を止めろー！」など！正月の生
中継時にも行われる可能性・視聴率速
報１２月２２日（木）～２５日（日） 
(12/26)  

NHK「坂の上の雲」最終回・制作費２５
０億円だが、第１部で反日シーンを捏
造してから低視聴率・「たかじんのそこ
まで言って委員会」でも同じ現象・「坂
の上の雲」舞台が“ボッタクリ巣窟”
に！・支那人なら当たり前 (12/25)  

フジ８年連続３冠ピンチ！“ミタの衝
撃”に真央で反撃・散々浅田真央を虐
め日本を貶めたフジテレビが全日本フ
ィギュアスケート選手権で視聴率稼ぎ・
「キムage、真央sage」暗黒史・1月20日
第3期花王デモ (12/24)  

K-POP詐欺やヤラセ横行！SMAPを
客寄せにしたSHINeeの詐欺行為・少
女時代の日本人ファンを捏造した韓国
ＫＢＳに非難殺到・韓国でも「韓流は日
本で人気」を捏造・真実を報道しない
日韓のマスコミ (12/23)  

反民主プラカを強制排除！19日、新橋
駅前で政権批判のプラカードを持った
一般国民を警察が力づくで排除・北朝
鮮や支那と同様の言論弾圧・誰の指
示なのか？自民党の逢沢一郎衆議院
議員が調査を明言 (12/22)  

韓国男「日本女は即OKしてくれる」・フ
ジテレビ「Mr.サンデー」の「韓国“女子
会"旅行が急増イケメン探し&ウォン安

訃報、花うさぎさん・感謝しても感謝し切れない程お世話になりました・皆が愛したブログ【花うさぎの
「世界は腹黒い」２】 

 
花うさぎさんのトレードマークだったZ旗 

 

 

ブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】の花うさぎさんがお亡くなりになりまし
た。 
 
花うさぎさんに並々ならぬお世話になった者の一人として、心より哀悼の意を
表し、ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 
私が最後に花うさぎさんに会った2011年12月18日のちょうど1年前の2010年12月18日【「民主党（菅）内閣」打倒！皇

室冒涜糾弾！中国の尖閣諸島侵略阻止！国民大行動 in 渋谷】に参加していた花うさぎさん（腕章をしてカメラを持っ

て横を向いている） 

 

 

私は、デモや集会がある度に殆ど毎回のように花うさぎさんと会って、挨拶を
し、世間話をし、様々な事を教えて頂いた。 
 
私がデモなどに遅刻すると、いつも花うさぎさんの方から「写真を送るから使っ
てよ！」とおっしゃって頂き、使用させて頂いた。 
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女子」・「フジテレビ偏向報道周知デ
モ」の12月18日（日）に放送・強姦や食
中毒で超危険な韓国旅行を宣伝 
(12/21)  

金正日死去で北は大混乱へ・金正恩
への世襲は失敗する可能性大・カギ握
る金玉と支那・支那の北への影響力
は益々強まり、やがて併呑か・日本人
拉致事件は軍事を背景に制裁を強化
し解決を！ (12/20)  

少女も愛国犬も参加！フジテレビ偏向
報道周知デモ・３５０人が渋谷から原
宿をデモ行進し注目を集める・番組よ
り面白い フジＶＳ．日テレ 視聴率争
いでデッドヒート・フジの監視と花王の
不買を継続しよう！ (12/19)  

李明博「慰安婦問題解決なければ日
本にとって負担」、「世界の多くの先進
国が投票権を与えている、日本が解
決すべき」・１７日から嘘出鱈目のオン
パレード・断固拒否して竹島返還を迫
れ！１８日首相「慰安婦問題は決着済
み」 (12/18)  

韓国人売春婦送還要求デモ（在特会）
に行って来た！「李明博は不逞鮮人８
万人を連れて韓国へ帰れ！」【韓国人
売春婦５万人＋生活保護在日３万人
の即時強制送還を求める国民大行進 
in 新宿】２００人参加 (12/17)  

前原「靖国はＡ級戦犯分祀を」・天皇陛
下が靖国神社の御親拝をしなくなった
理由はA級戦犯の合祀ではない・前原
誠司のような無知な政治家が政治問
題化させたせい・野田は過去「不当な
内政干渉には断固とした態度を取るべ
きだ」 (12/16)  

「売国テレビ局と反日企業を結びつけ
る反日広告代理店、電通を叩き潰せ」
一般人愛国デモから今後も目が離せ
ない・フジテレビをデモる人が狙う、“次
の標的”ってどこ？・花王、電通、朝日
の次は、日テレ？共同？ソフトバン
ク？ (12/16)  

外務省周辺でデモ「慰安婦は売春婦」
「慰安婦は性奴隷という嘘をやめろ」・
韓国水曜デモ1000回アクションへの抗
議行動！・在日や反日左翼らが外務
省を人間の鎖で包囲し「早く金を払
え！」・日本大使館前に「慰安婦の碑」 
(12/15)  

速報！韓国水曜デモ1000回アクション 
in TOKYOへの抗議行動！慰安婦の
嘘を許すな！・在日韓国人や反日左
翼らが外務省を人間の鎖で取り囲み・
愛国者たちが猛抗議！・自称「元慰安
婦」も居た (12/14)  

残忍な日本軍から支那人を守る米国
人を演じたクリスチャン・ベイル「プロパ
ガンダではない」・７０億円かけた南京
虐殺映画で記者会見・南京大虐殺は
嘘っぱちのでっち上げ・日本軍による
南京市民虐殺はゼロ（０人） (12/13)  

浅田真央「今までより近くで見守られて
いる気がします」母死去にコメント発
表・全日本選手権にも出場・「今後も自
分の夢に向かって、やるべき事をやる
ことが、お母さんも喜んでくれる事、今
まで通り練習に励みたい」 (12/13)  

カテゴリ 

いそげ！核武装 (13)  
マスコミ（テレビ局、新聞等） (205)  
デモ、抗議、電凸、集会、講演会 (163)  
「維新政党・新風」、選挙 (6)  
政治、国会、政府、選挙 (138)  
天皇、皇室 (20)  
支那、人類最大の敵支那人 (27)  
韓国、醜い韓国人、朝鮮半島 (54)  
日本と東アジアの人種学・考古学 (4)  
朝鮮史、日韓併合 (16)  
在日朝鮮人（総連、民団等） (24)  
売国奴、工作員、スパイ (86)  
憲法、法律、法案、裁判 (26)  
経済、株式、金融、産業、企業 (15)  
日清戦争、義和団の乱、日露戦争、ＷＷ１ (2)  
満州事変、支那事変、大東亜戦争 (25)  
南京大虐殺は嘘っぱちのでっち上げ（0人） (6)  
事件、事故、犯罪、話題、社会問題 (43)  
靖国神社、東京裁判 (5)  
その他 (12)  
Yahoo!ブログの記事 (2120)  

最新コメント 

まな:訃報、花うさぎさん・感謝しても感
謝し切れない程お世話になりました・
皆が愛したブログ【花うさぎの「世界は
腹黒い」２】 (12/30)  

 
また、私の場合、訳あって匿名でブログをやっているため、多くの人は私を見
てもcoffeeとは分からない。 
 
花うさぎさんは、そのような私を、いつも信頼できる仲間に紹介してくださった。 
 
このように、花うさぎさんは私に何から何まで本当に良くしてくださり、私は感
謝しても感謝し切れない。 
 
そして、このように、花うさぎさんにお世話になった人は、私だけではないの
だ。 
 
本当に沢山の人たちが、花うさぎさんには良くして頂いた。 
 
さらに、実際に花うさぎさんと面識がなかったり話したことがなかったりしてい
る人でも、多くの人がブログなどを通じて、苦楽を共にした。 
 
どれほど多くの人たちが、花うさぎさんのブログから情報や勇気や激励などを
もらったことだろう。 
 
皆がブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」】とブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」
２】を愛した。 
 
花うさぎさんの最後のブログエントリも、花うさぎさんらしく、Z旗に関するエント
リだった。 

 

イージス艦「ちょうかい」にひるがえったＺ旗  
2011/12/25 06:15  
http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2549353/ 

 
12月18日の「坂の上の雲」で放送された旗艦・三笠にZ旗が掲揚されるシーン 

 

 
海上自衛隊と米海軍の艦艇五十隻が参加して行われた共同演習で、イージス艦「ちょうかい」にひるがえったZ旗、大

スクープや！  

 
     ウェブ全体 検索[PR]スマホ用テンプレートのデザインを大募集！豪華賞品がもらえる！
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ZEVEROLLABE:松崎議員の隊員恫喝
の全容・「おれは歩きたくないんだ！」
隊員を団扇で数回たたく・防衛省調査
で判明・当時ネットに目撃証言が書き
込まれていた・紳助よりも悪質・それで
も民主党は放置か・菅首相「支持率
1％でも辞めない」 (12/30)  

skaklypak:３月１０日は東京大空襲から
６５年・米国の戦争犯罪を検証し、将
来に活かそう・爆撃目標地域の周囲に
焼夷弾を投下し、逃げ道をふさいだう
えで絨毯爆撃を加えた無差別爆撃【民
間人大虐殺】・米国は猛省せよ 
(12/30)  

experrycymn:３月１０日は東京大空襲
から６５年・米国の戦争犯罪を検証し、
将来に活かそう・爆撃目標地域の周囲
に焼夷弾を投下し、逃げ道をふさいだ
うえで絨毯爆撃を加えた無差別爆撃
【民間人大虐殺】・米国は猛省せよ 
(12/30)  

桜花ロケット:フジがブータン国王を侮
辱！日本の恥！笑っていいとも!年忘
れ特大号2011でブータン国王夫妻の
モノマネをする劇団ひとりとAKB４８の
秋元才加・フジテレビは一刻も早くブー
タン王国に謝罪しろ！電凸済み 
(12/30)  

evesseHiT:松崎議員の隊員恫喝の全
容・「おれは歩きたくないんだ！」隊員
を団扇で数回たたく・防衛省調査で判
明・当時ネットに目撃証言が書き込ま
れていた・紳助よりも悪質・それでも民
主党は放置か・菅首相「支持率1％で
も辞めない」 (12/30)  

Occabbercag:松崎議員の隊員恫喝の
全容・「おれは歩きたくないんだ！」隊
員を団扇で数回たたく・防衛省調査で
判明・当時ネットに目撃証言が書き込
まれていた・紳助よりも悪質・それでも
民主党は放置か・菅首相「支持率1％
でも辞めない」 (12/30)  

eageliapienia:松崎議員の隊員恫喝の
全容・「おれは歩きたくないんだ！」隊
員を団扇で数回たたく・防衛省調査で
判明・当時ネットに目撃証言が書き込
まれていた・紳助よりも悪質・それでも
民主党は放置か・菅首相「支持率1％
でも辞めない」 (12/30)  

まさ:フジがブータン国王を侮辱！日本
の恥！笑っていいとも!年忘れ特大号
2011でブータン国王夫妻のモノマネを
する劇団ひとりとAKB４８の秋元才加・
フジテレビは一刻も早くブータン王国
に謝罪しろ！電凸済み (12/30)  

博多人:フジがブータン国王を侮辱！
日本の恥！笑っていいとも!年忘れ特
大号2011でブータン国王夫妻のモノマ
ネをする劇団ひとりとAKB４８の秋元才
加・フジテレビは一刻も早くブータン王
国に謝罪しろ！電凸済み (12/30)  

pseurseawaple:ＴＢＳでもキムチ鍋が１
位に！・『ランク王国』で日本人が好き
な鍋１位にキムチ鍋がランクイン！視
聴者「また捏造か」・フジ「笑っていいと
も」の上位は主に市販の鍋の素が必
要なメニューでスポンサーへの配慮か 
(12/30)  

ZEVEROLLABE:ＴＢＳでもキムチ鍋が
１位に！・『ランク王国』で日本人が好
きな鍋１位にキムチ鍋がランクイン！
視聴者「また捏造か」・フジ「笑ってい
いとも」の上位は主に市販の鍋の素が
必要なメニューでスポンサーへの配慮
か (12/30)  

R1:フジがブータン国王を侮辱！日本
の恥！笑っていいとも!年忘れ特大号
2011でブータン国王夫妻のモノマネを
する劇団ひとりとAKB４８の秋元才加・
フジテレビは一刻も早くブータン王国
に謝罪しろ！電凸済み (12/30)  

Heptarcafebap:松崎議員の隊員恫喝
の全容・「おれは歩きたくないんだ！」
隊員を団扇で数回たたく・防衛省調査
で判明・当時ネットに目撃証言が書き
込まれていた・紳助よりも悪質・それで
も民主党は放置か・菅首相「支持率
1％でも辞めない」 (12/30)  

KinaKisyTaift:松崎議員の隊員恫喝の
全容・「おれは歩きたくないんだ！」隊
員を団扇で数回たたく・防衛省調査で
判明・当時ネットに目撃証言が書き込
まれていた・紳助よりも悪質・それでも
民主党は放置か・菅首相「支持率1％
でも辞めない」 (12/30)  

ニック:フジがブータン国王を侮辱！日
本の恥！笑っていいとも!年忘れ特大
号2011でブータン国王夫妻のモノマネ
をする劇団ひとりとAKB４８の秋元才
加・フジテレビは一刻も早くブータン王
国に謝罪しろ！電凸済み (12/30)  

best buy coupons:菅直人が自画自賛・ 
「仙谷長官 期待以上」「朝５時起き」

 

 

この12月25日のエントリを最後に更新が途絶えたが、ご子息様がコメント欄に
花うさぎさんが倒れたことを報告してくださり、その後多くのファンから激励の
コメントが寄せられたり、応援記事が作られたりしていた。 

 

 
がんばれ、花うさぎさん！  

 

 

多くのファンの祈りが叶えられず、残念ながら花うさぎさんは12月27日18時17
分にご逝去されたとのこと。 
 
花うさぎさんのご逝去については、早くもチャンネル桜で西村幸祐さんたちが
コメントしている。 
■動画 
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 
（花うさぎさんについては１５：３０～） 
 
本当に残念でならない。 
 
今後、我々がするべきことは、花うさぎさんの意志を引き継いで、日本をマトモ
な国にするよう頑張ることだろう。 
 
花うさぎさんも、私たちにそれを一番望んでいると思う。 
 
 
花うさぎさん、これからも私たちを見守り、応援してください。 

 

 
 

 

 

関連記事 

訃報、花うさぎさん・感謝しても感謝し切れない程お世話になりました・皆が愛したブログ【花うさぎの

「世界は腹黒い」２】 (12/28) 

反民主プラカを強制排除！19日、新橋駅前で政権批判のプラカードを持った一般国民を警察が力づ

くで排除・北朝鮮や支那と同様の言論弾圧・誰の指示なのか？自民党の逢沢一郎衆議院議員が調

査を明言 (12/22)

93 7いいね！

 
     ウェブ全体 検索[PR]スマホ用テンプレートのデザインを大募集！豪華賞品がもらえる！
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<<フジがブータン国王を侮辱！日本の恥！笑っていいとも!年忘れ特大号2011でブータン国王夫妻のモノマネをする劇団ひと
りとAKB４８の秋元才加・フジテレビは一刻も早くブータン王国に謝罪しろ！電凸済み | ホーム | 死刑執行１９年ぶりゼロ！平
岡法相に動く気なし「人の生命を絶つ極めて重大な刑罰…」・死刑囚の数は増える一方・遺族「執行なければ、事件は終わら

ない」「犯人より早く死ねない」・法相は刑事訴訟法４７５条を遵守せよ>>  

「私は歴代政権ができないことやっ
た」・菅首相 ネットで対戦する囲碁ゲ
ームに朝まで没頭することも・『菅から
眠へ』 首相になっても変わらぬ「国会
の居眠り王」 (12/30)  

(Unknown):フジがブータン国王を侮
辱！日本の恥！笑っていいとも!年忘
れ特大号2011でブータン国王夫妻の
モノマネをする劇団ひとりとAKB４８の
秋元才加・フジテレビは一刻も早くブー
タン王国に謝罪しろ！電凸済み 
(12/30)  

桜花ロケット:フジがブータン国王を侮
辱！日本の恥！笑っていいとも!年忘
れ特大号2011でブータン国王夫妻の
モノマネをする劇団ひとりとAKB４８の
秋元才加・フジテレビは一刻も早くブー
タン王国に謝罪しろ！電凸済み 
(12/30)  

BB:ブータン国王夫妻が大人気！16日
宮中晩餐会、17日慶大訪問、国会演
説、18日福島県訪問、19日京都で金
閣寺散策、仏像ノミ入れ・宮中晩餐会
での非礼・マスコミが報道しない国王
の演説箇所・西岡京治物語 (12/30)  

最新トラックバック 

美しい国への旅立ち:テレビの劣化は
どうしようもないが出版界の劣化も進
んでいる (12/30)  

猫多摩散歩日記 2:花うさぎさんの御冥
福をお祈りいたします (12/30)  

日本は危機的な状態です！:アメリカ
が、狙った人を癌で暗殺？ (12/29)  

日本の面影 うぃすぱー・ぼいす:売国
政権での幼保一元化に伴うリスク～ 
危険いっぱいの子ども園と一時預かり
所の増設 (12/29)  

近野滋之・民族主義者の警鐘:フジテ
レビが「笑っていいとも! 年忘れ特大号
2011」でブータン国王夫妻を侮辱、【国
際問題に発展か】AKB48秋元才加と劇
団ひとりがブータン国王夫妻をバカに
する芸をして大炎上！視聴者「マジ最
悪」 (12/29)  

愛国画報 from LA:花うさぎさんのご冥
福をお祈りします (12/29)  

Turbulence:フジテレビ、ブータン国王
を侮辱か (12/29)  

まるひと風来帳:本日天気晴朗ナレ共
波高シ (12/28)  

Turbulence:フジテレビ・花王抗議デモ 
日程表 １２月下旬～１月上旬 
(12/28)  

日本は危機的な状態です！:北朝鮮崩
壊時、韓国負担１４兆円 (12/28)  

美しい国への旅立ち:マスコミを裁く法
律がないのであるから取材陣を取り囲
み抗議することは有効な戦術?ではな
いのか！ (12/28)  

反日ハンター:湖南市多文化共生社会
の推進に関する条例(案)を潰せ！ 
(12/28)  

愛国画報 from LA:防衛省よ、環境影
響評価書を電子メールで送れ！ 
(12/28)  

近野滋之・民族主義者の警鐘:韓流ド
ラマの低視聴率に「韓流ブームは本当
に存在するのか?」の声、「僕とスター
の99日」、２０１１年秋のドラマ視聴率
ランキング最下位、２０１１年の年間ド
ラマ視聴率ランキングワースト７ 
(12/28)  

Mediapatroler:NHK「坂の上の雲」は受
信料無駄遣いの象徴である (12/28)  

人気ブログランキング 

浅田真央「今までより近くで見守られている気がします」母死去にコメント発表・全日本選手権にも出

場・「今後も自分の夢に向かって、やるべき事をやることが、お母さんも喜んでくれる事、今まで通り練

習に励みたい」 (12/13) 

浅田真央ＧＰファイナル欠場・お母さんが深刻な体調不良・ご無事を祈り、今後の活躍を応援しよう・

大震災の復興支援にも熱心だった浅田選手を日本国民は応援し続ける (12/09) 

SB潰れろ！ドコモiPhone参入・タクシー運転手に暴行し死亡させたソフトバンクモバイル課長逮捕！・

プロ野球アジアシリーズでソフトバンクはサムスンに逆転負け・禁煙ルールを無視、台湾TV「日本人

はマナーを守ると思ったのに」 (12/01) 

  

テーマ:死亡記事 - ジャンル:ニュース 

2011/12/28(水) 22:31:15| 事件、事故、犯罪、話題、社会問題| トラックバック:3 コメント:44  

コメント 

コメント 

 

花うさぎ様のブログは最近訪れていなかったんですが、先月ぐらいだったかに西田昌司議員が小泉改革を批判

したことをエントリされたときに久しぶりにコメントしました。  

 

「小泉氏にはいろいろ問題もあったかもしれない。が、うまくいけば日本がよい方向に向かうきっかけを作ってく

れていたと思う。一部で批判されている郵政民営化だって4分社化はともかく民営化そのものはやるべきだっ

た。そのよい方向に向かうきっかけを生かし切れなかったのは何も小泉氏だけでなく後任の総理にも責任はあ

る。」  

 

こんな中身だったと思います。  

 

花うさぎさんは本当に人柄が温かく、たちあがれ日本があまりにも方向性がバラバラで支持してよいものか迷っ

ていました。が、与謝野氏はあまり信用できないが、とりあえず政党としては支持しようと花うさぎさんのエントリ

を見て思ったんです（与謝野はあんなことになっちゃいましたが）。  

 

その時に細かい言葉遣いは忘れましたが「力強い援軍を得た気分だ」みたいなことをおっしゃって下さって。  

 

私のような弱小ブロガーに対しても分け隔てなく接して下さる花うさぎ様のお人柄がにじみ出たエピソードだと思

います。  

 

その他僕がとんちんかんなこといっても優しく自らの考えを述べられ、つまんない冗談を言えば「がはははは」と

笑って下さいました。  

 

僕が今笑いを表現するときに「がはははは」を使用するのは、その花うさぎ氏の笑いが好きだったからです。  

 

今日は本当にショックです。中川昭一氏が亡くなられたとき以来です。心よりご冥福をお祈りします。 

2011/12/28(水) 22:59:46 | URL | tom-h #1PNNHP1s [ 編集 ] 

未だに信じられません。 

今どのあたりから花うさぎさんのブログを訪問するようになったのか過去記事見ています。2009.6.1迄見ていま

す。多分民主党誕生あたりからかもしれません。2008.8.8の北京オリンピックに反対する集会にもいらしてたん

ですね。その頃はまだ存じ上げませんでした。今となっては懐かしいです。coffeeさん、後を継いで頑張りましょ

う！ 

2011/12/28(水) 23:30:59 | URL | kkagayaki2 #- [ 編集 ] 

笑っていいとも 年忘れ特大号 

今、フジテレビの笑っていいとも！年忘れ特大号2011を見ていますが、番組の中の「ものまね紅白歌合戦」とい

うコーナーは酷いです。劇団ひとりとAKB48の秋元才加がブータン国王夫妻のものまねをして笑いをとろうとし

ていました。劇団ひとりは、ブータン国王のかっこうをしながらアントニオ猪木のまねをして「似てるって言われる

んです」などと言ってました。 

 

こんなことしていいのでしょうか? 

2011/12/28(水) 23:45:19 | URL | ぺろ #- [ 編集 ] 

 

 
     ウェブ全体 検索[PR]スマホ用テンプレートのデザインを大募集！豪華賞品がもらえる！

Page 4 of 11正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 訃報、花うさぎさん・感謝しても感謝し切れない...

2011/12/30http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4499.html



 

アクセスランキング 

[ジャンルランキング] 
政治・経済 

2位 
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その他 

1位 
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RSSリンクの表示 
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最新トラックバックのRSS  

プロフィール 

  

Author:coffee 
本当の歴史と外交！ 
日本国民の生命と財産と自由を守る核武装！ 
取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り！ 
がんばれ！「維新政党・新風」！ 

Powered By FC2ブログ 

 
 

 

ブロとも申請フォーム 

この人とブロともになる 

ＱＲコード 

世の中が乱れつつある時に良識ある方が逝去され誠に残念に思います。  

 

花うさぎ殿の御冥福をお祈りいたします。  

 

2011/12/28(水) 23:46:21 | URL | 豊臣恩顧武将の末裔 #- [ 編集 ] 

落ち行く日本 

日本の事を憂える憂国の士がまた一人・・・  

花うさぎ様のご冥福をお祈りいたします。  

 

>>ぺろさん  

自分も先ほどいいともで酷いものまねを見ました。  

世界でも１，２位の親日国の国王夫妻を陥れる行為を見ていて胸糞が悪くなりました。  

蛆テレビは親日行為をするものや親日家が心底嫌いなようですね。  

腐れ在日が支配するメディアはブータン夫妻のように本当に心清らかな親日家が許せない存在なんでしょう

ね。  

あんなものを放送して周りでバカ騒ぎ、一日も早く反日メディアが潰れる日が来ることを切に願うばかりです。 

2011/12/28(水) 23:57:49 | URL | 力無き者 #oxmwMKaY [ 編集 ] 

マーガリンは食べるな 

マーガリンは動脈硬化を促進する。これを食べると、脳梗塞や心筋梗塞の確立が高くなる。絶対食べるな。 

2011/12/29(木) 00:00:15 | URL | 1 #- [ 編集 ] 

 

花うさぎ様、天上界より、神国日本をお守り下さい。  

合掌。 

2011/12/29(木) 00:00:39 | URL | 吉良君 #- [ 編集 ] 

 

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致します。 

2011/12/29(木) 00:02:08 | URL | 竹島・尖閣は日本固有の領土 #lN14HRyQ [ 編集 ] 

ご冥福をお祈り申し上げます 

今日のチャンネル桜の討論でも西村幸祐さんが触れていました。  

良い人は早死にしますね。  

2011/12/29(木) 00:12:21 | URL | 大豆 #- [ 編集 ] 

 

そこに一つの人生がある。  

花うさぎさん。  

よく存じ上げない。  

どのような人生を送り、何をした人なのか。知らない。  

知っているのは、ブログの文章だけ。  

でも、そこからわかるのは、憂国の士、愛国者だということ。  

それだけで充分だ。  

この国は、無名の愛国者によって支えられている。  

花うさぎさん。ありがとう。 

2011/12/29(木) 00:14:38 | URL | さこ #- [ 編集 ] 

花うさぎさん、心よりご冥福をお祈りいたします 

いつもブログを訪れてくる花うさぎさんてどの人だろうね、とcoffeeさんと一緒にあるとき話していました。  

 

ひょんなことから、私が名刺を出した花うさぎさんを見つけました。  

 

つかまえて、coffeeさんの知り合いだと言うと、花うさぎさんはこうおっしゃいました。  

 

「わたしね、あの方尊敬しているんですよ」  

 

その後に、花うさぎさんの袖を引っ張って、coffeeさんの所へ連れて行きました。  

 

あの時、見つけることができてよかった。  

 

coffeeさん、花うさぎさんの分までがんばってください。  

 

花うさぎさん、お世話になりました。  

 

心よりご冥福をお祈りいたします。  

 

2011/12/29(木) 00:35:06 | URL | ヒラメ #- [ 編集 ] 
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戦士の休息   

http://www.youtube.com/watch?v=ehBBrZUx6Yk&feature=related 

2011/12/29(木) 00:54:42 | URL | ケムールZ #- [ 編集 ] 

まさか、まさか・・・・ 

新聞にも載らない一般人の訃報ですが、突然すぎて驚きを隠しえません。最近有名人の死去が立て続いてい

るとは思っていましたが、まさか、彼まで持っていってしまうとは…  

ただただ驚くばかりです。  

 

もちろん「死」は誰にでも訪れるものであり、ことさらにそのことばかりを強調するのもいかがかと思います。  

毎日書き込むバイタリティー、間違いなく本質を突いている内容。学ぶべきことは過去記事からでもいくらでもあ

ります。  

死は悼むべきことですが、こうして彼は「伝説」になったのです。それを汚さぬよう務めてまいりたいと思います。 

2011/12/29(木) 01:50:56 | URL | マツキヨ #- [ 編集 ] 

 

花うさぎさんの訃報。  

ショックで言葉がみつからないよ。  

 

【訃報】１２月２７日に死去された『花うさぎ』さん（安仲徹男あんなか・てつお）さんの葬儀日程は次の通りです。 

通夜１２月３０日午後６時から、告別式３１日午前１1時から。会場、東京都杉並区高円寺南「コムウェルホール

高円寺」喪主は夫人です。http://kouenji.comwellceremony.co.jp/  

2011/12/29(木) 04:14:09 | URL | 名前欄に名前書こう #- [ 編集 ] 

 

心ある日本人は花うさぎさんの告別式に行こう。  

それしか言葉かみつからないよ。  

 

 

【訃報】１２月２７日に死去された『花うさぎ』さん（安仲徹男あんなか・てつお）さんの葬儀日程は次の通りです。  

通夜１２月３０日午後６時から、  

告別式３１日午前１1時から。  

会場、東京都杉並区高円寺南  

「コムウェルホール高円寺」http://kouenji.comwellceremony.co.jp/   

2011/12/29(木) 04:22:24 | URL | 名前欄に名前書こう #- [ 編集 ] 

 

皆さんの大切な方がお亡くなりになった事が悲しいです。  

東京では皆さんの大切なつながりがあるんですね。  

2011/12/29(木) 04:29:23 | URL |   #- [ 編集 ] 

各員一層奮励努力せよ。 

＞To マツキヨ #- 氏の言葉に同感です。  

＞こうして彼は「伝説」になったのです。  

 

＞「伝説」の保守ブロガー、  

＞憂国の士 、愛国者。  

＞イージス艦「ちょうかい」にひるがえったZ旗、大スクープや！   

 

最後のエントリに象徴されるZ旗を掲げる花うさぎさんが見えます。  

その、意志は保守による国家の隆盛です。  

新生日本にかけがえの無い人を失った悲しみだけが胸にせまります。  

「まともな国になるのが、望みだよ。」と言う声が聞こえます。  

 

「皇国ノ荒廃、此の一戦にあり。各員一層奮励努力せよ。」  

我々保守に投げかけられた激励の言葉だと確信いたします。  

 

2011/12/29(木) 05:31:15 | URL | tourokurad #H5O.zp7. [ 編集 ] 

レス 

ぬいたd(´∀｀*)グッ♪ http://jn.l7i7.com/ 

2011/12/29(木) 06:35:14 | URL | ありません #- [ 編集 ] 

野党のくず議員団は内閣不信任案を早くつきつけろ！ 

一体野党のクズ議員団は何してんだよ！！  

 

高い年収を税金から貰っいて日本国民の為に役立っていねーからな！！  

 

さっさと内閣不信任案ださないと野田内閣に韓国の為に日本人の税金が湯水のごとく使われているのがわから

ない訳ではあるまいに、  
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KOKUYO KB用紙 
コクヨ 

ロープライス ￥505  
or 新品 ￥645 

  

 

プライバシーについて

ロゴナ リップクリーム 5g 
ロゴナ 
新品  

 

 

プライバシーについて

 
THE HYDE

海の武士道―The 
Bushido over the Sea 

惠 隆之介 
ロープライス ￥298  

or 新品 ￥1,680 

  

 

プライバシーについて

暗黒大陸 中国の真実 
ラルフ タウンゼ... 

ロープライス ￥1,540  
or 新品 ￥1,890 

  

 

プライバシーについて

 

ふざけた話だな！  

国民の血税が無駄に外国人の為に使用されていて、  

 

なんで日本人国民怒らないんだか不思議だな！！  

 

スワップで5倍の５兆円も日本人の「血税」をたかが韓国などに融通してやる神経はどこからきてんだよ！  

 

イボガエル野田！  

 

なんだ韓国様にスワップに5兆円約束したから何？その財源を消費税増税して賄うだと、  

 

ふざけるな！！  

 

何？日本国の税金は韓国の物だと、  

 

民主党も野田内閣も完全にいってやがるな！  

 

日本国民どれだけ民主党が与党になり、日本人の国益が削がれていったか良く考えたのがいいですね、花ウ

サギさんにも天国で又日本人の為にご活躍してくださいな。合掌 

2011/12/29(木) 07:03:21 | URL | p11 #uszzu23E [ 編集 ] 

 

花うさぎさんのブログにはイザのアカウントを持っていないとコメントが送れないようでしたので、こちらに送りま

す。  

花うさぎさんのブログ毎回楽しみにしていました。たくさんのことを教えていただいきました。映画「凛として愛」を

知ったのも花うさぎさんのブログででした。  

本当に残念でなりません。  

自分が生きている間に日本再生を見ることはできないのかもしれません（そんなに短い期間で達成できるもの

ではないのかもしれません）が、  

それにしても残念です。  

多くの人が花うさぎさんのブログで目覚めたことと思います。  

これからも彼の意志を継いで、わたしたちは祖国再生の日まで戦います。  

2011/12/29(木) 07:24:18 | URL | ケイコ #- [ 編集 ] 

 

逝去されたと知り、非常に驚いております。花うさぎさんのブログ更新がここ数日なかったので気になっておりま

した。  

花うさぎさんのブログからはたくさんのことを教えていただき、大変感謝しております。謹んで御冥福をお祈り申

し上げます。 

2011/12/29(木) 07:33:07 | URL | 名前欄に名前書こう #- [ 編集 ] 

ありがとうございます。 

花うさぎさんのブログを毎回興味深く  

 

読ませていただきました。  

 

突然お亡くなりになったと知り、衝撃  

 

を受けております。  

 

今までいろいろな事を教えていただいて  

 

ありがとうございます。  

 

花うさぎさんのご冥福をお祈りいたします。 

2011/12/29(木) 09:02:56 | URL | るる #- [ 編集 ] 

 

花うさぎさんのブログを読み始めた頃ずーと「女性だ」と勘違いしていました。  

ここ一年位イザを読んでいなかったので、訃報のお知らせありがとうございます。  

デモや靖国神社で遠くからお見掛けしていました。Z旗目立ちましたからね。  

 

お話もした事が無い他人である筈なのに涙が溢れて来てしかたがありません。  

ただのブログの読者に過ぎないのに…。  

中川昭一さんの訃報に触れて以来です。他人の為に泣くなんて事は。 

2011/12/29(木) 10:00:41 | URL | ハタラキアリ #aNN7GL3s [ 編集 ] 

名誉の 

脳梗塞で倒れた、との情報を聴いたときから、まさかとは思っていました。  

 

言葉が見つかりません。  

23日の日の丸後進でお会いしたのが最後となってしまいました。  

 

「名誉の戦死」と思います。  

我々は必ずや故人のご遺志に沿います。  
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中国の「核」が世界を制す 
伊藤 貫 

ロープライス ￥899  
or 新品  

 

 

プライバシーについて

ゆっくりお休み下さい。  

そして天界より見守っていて下さい。  

 

2011/12/29(木) 11:27:20 | URL | 名前欄に名前書こう #- [ 編集 ] 

 

私は花うさぎさんのブログは見た事はありませんでした。  

こちらのブログで時折引用されていたので存在は知っていて、  

今回の記事の訃報で「ええええっー！？」と思わず大声を出していました。私達日本人にとって大切な存在を亡

くしたと思ったからです。  

 

最近私は激務重なる橋下市長を見ていて、本当に健康には気を使ってほしい、なるべく6時間は睡眠を取って

出来れば週一休んでほしい。  

この世にスーパーマンなんかいない。若くても無理して倒れれば活動自体が出来なくなる。だから「無理のない

範囲で」頑張って貰いたいなあと、思っていた所だったのでハッとしたのも重なりました。  

 

delicious coffeeさん含めてここに集まっているまともな日本人の方々も、健康には最低限気をつけてください。  

私はビタミンやミネラル、必須アミノ酸が詰まったサプリを補充したりしています。バラエティ番組で笑って免疫力

を高めたりも。  

 

余計なお世話はこのぐらいにします。  

今回本当に私達日本人にとって大切な存在を亡くしたと思いました。  

今までの日本と日本人のためになる活動には感謝の気持ちです。ありがとうございます。ご冥福をお祈りしま

す。 

2011/12/29(木) 11:36:29 | URL | 府民 #- [ 編集 ] 

靖国で遭えそうな御霊 

惜しい方を亡くされました。  

でも前列が倒れても、後列は粛々と前進します。  

どうか安らかにお休み下さい。  

ご冥福をお祈り申し上げます。 

2011/12/29(木) 11:49:43 | URL | Ｚ武世代 #o20T0Eyk [ 編集 ] 

花うさぎさんのスピーチ動画 

平成23年（2011年）7月17日、映画「凛として愛」上映会での  

「花うさぎ」さんのスピーチ  

http://www.youtube.com/watch?v=GA_GfrW1l3k 

2011/12/29(木) 11:51:44 | URL | 桜花ロケット #WkFKWbqY [ 編集 ] 

 

脳梗塞や心筋梗塞など血管系の病気予防には納豆がいいですね。血管内の血栓を溶かして血管を修復する

作用があります。  

※(ワーファリンという血液をサラサラにする薬を飲んでいる方は納豆は厳禁です。) 

2011/12/29(木) 12:15:52 | URL | 名前欄に名前書こう #- [ 編集 ] 

素晴らしいお人だったのですね。 

心よりご冥福をお祈りいたします。  

 

意思や志を受け継がれ、  

人の心の中で生き続ける事が  

出来る人はそうそう居ないものです。  

 

逆に居なくなって  

セイセイされる人間もまたいるものです。  

 

コーヒーさんや周りの皆にとって、  

かけがいのないお人だったのですね。  

 

ご冥福をお祈りいたします。  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

「惜しい人を亡くした」VS「骨は拾ってやる」と言うフレーズ 惜しいと周りに思われてこその人生？  

http://ameblo.jp/phrasemonsters/entry-10582847784.html  

 

 

2011/12/29(木) 12:22:16 | URL | フレモン #- [ 編集 ] 

 

つらい戦いの中、明日の日本を見ずして逝ってしまった花うさぎさん！！！ほんとうにつらいよ、悲しいよ。  

心よりご冥福をお祈りいたします。  

 

 

花うさぎさん（安仲徹男あんなか・てつお）さん  
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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 

2011/12/29(木) 12:38:34 | URL | ｋａｚｕ #/KPiRw0A [ 編集 ] 

 

奇しくも、北の将軍と同じ時期に  

この世を発たれた、花うさぎさん。  

 

しかしあの世で互いに顔を見合わせる事はないでしょう  

何故なら魂のレベルが違いすぎるので  

同じ世界に行くことは無いと思います  

 

夫々どのような世界に行くかは  

ここの読者なら皆知っていると思います。  

 

正しい日本人のスタンスをご伝授いただき  

ありがとうございました、ご冥福をお祈りします。  

2011/12/29(木) 12:54:33 | URL | 占い師 #- [ 編集 ] 

 

御冥福をお祈りいたします。 

2011/12/29(木) 12:57:44 | URL | 近野 #- [ 編集 ] 

 

貴方のあとに続きます  

日本万歳、花うさぎさん万歳 

2011/12/29(木) 13:01:38 | URL | ありがとう花うさぎさん #- [ 編集 ] 

 

出来ることは限られるが、せめて恥じない日本にしたいですね。  

 

ご冥福をお祈りします。 

2011/12/29(木) 13:56:35 | URL | 十 #- [ 編集 ] 

 

いつもお疲れ様です。  

 

＞花うさぎさんは、そのような私を、いつも信頼できる仲間に紹介してくださった。  

 

私はその頃は、まだ「信頼できる仲間」と認識していただいていなかったことは確信を持って言えるのです

が、、、  

それでも花うさぎさんに「あの人がcoffeeさんだよ」と教えていただきました。  

今年３月、新宿での募金活動の折のことです。  

coffeeさんは「パチンコの節電を求める署名活動」をされていらっしゃいました。  

 

その後、coffeeさんとは、花王デモの際に新風の知り合いに紹介をしていただき、顔を覚えていただくことができ

ました。  

花うさぎさんはその後、最近になってようやく顔を覚えていただいたのに。  

 

巡り合わせに感謝するとともに、今はただただ残念で悲しくてなりません。  

これからも上を向いて頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  

 

 

 

花うさぎさんのご冥福を心からお祈り申し上げます。 

2011/12/29(木) 14:19:51 | URL | kemeko #xnn7dSNU [ 編集 ] 

 

お通夜と告別式に参列します。  

告別式にはお手紙を書いてご遺族とご本人に届けようと思います。  

 

私も街宣やデモでいつもお見かけし、言葉を交わすこともありました。毎日丁寧な記事を書いてくださって、私た

ちにとってかけがえのない「報道人」でした。  

大切な存在を失い、呆然としています。 

2011/12/29(木) 14:58:57 | URL | heartail #eBsnqR1g [ 編集 ] 

ご冥福をお祈りします 

花うさぎさんのブログを読んで毎日が始まっていました。毎日更新されるのが当たり前に思っていたけど、失っ

てしまうとその存在の大きさに気づいて涙が止まりません。  

お会いしたこともないのにお顔も存じ上げないのに、私にとって心の支えでした。  

しばらくは前へ進む気になれません。 
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2011/12/29(木) 16:31:16 | URL | mame #- [ 編集 ] 

心からご冥福をお祈りいたします。 

 

『花うさぎ』という可愛いらしいお名前から、  

女性の方だと思っていたのですが、男性の方だったのですね・・・。  

 

勇気ある愛国者の方がお亡くなりになるなんて、大変残念でなりません。  

 

どうか天国にお行きになっても、英霊方と一緒に、この日本の行く末をお守り下さい。  

 

心からご冥福をお祈りいたします。 

2011/12/29(木) 18:28:15 | URL | 椿 #- [ 編集 ] 

 

愛国者の方が亡くなるのは本当に悲しいし淋しい。 

一人一人に返信されてるのを読んで「すごい！」と思ってました。 

ご冥福を心からお祈りします。 

2011/12/29(木) 19:22:39 | URL | ふみえ #- [ 編集 ] 

 

はなうさぎさん、安らかに。  

涙がとまりません 

2011/12/29(木) 19:31:29 | URL | 雪 #- [ 編集 ] 

花うさぎさん、ありがとうございました。 

花うさぎさんのブログは、毎日楽しみに拝見しておりました。  

面識の無い方の訃報がこんなに悲しいなんて・・・。  

 

花うさぎさんのご冥福を心からお祈り申し上げます。 

2011/12/29(木) 19:49:43 | URL | れい #- [ 編集 ] 

管理人のみ閲覧できます 

このコメントは管理人のみ閲覧できます 

2011/12/29(木) 21:08:29 | | # [ 編集 ] 

 

七生報国です（七度生まれて国に報いる）。  

一度や二度の人生では、まだまだ足りませんぞ。 

2011/12/30(金) 06:37:47 | URL | 大佐 #- [ 編集 ] 

花うさぎさんのご冥福を心よりお祈りいたします。 

 花うさぎさんのブログで  

「日本」の大切さを気づかせていただきました。ありがとうございます。  

 きっと英霊様と一緒におられると思います。  

 涙が自然に流れてます。 

2011/12/30(金) 12:43:18 | URL | まな #- [ 編集 ] 

コメントの投稿 

  

  

  

  

       

sakurara

http://blogchirasi2011.web.fc2.com/
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