Page 1 of 21

ねずきちの ひとりごと 花うさぎさんのご冥福をお祈りします

ねずきちの ひとりごと
日本の心を学び、語り、つたえ、広げよう！ 日本は相互信頼主義を根本と
する家族国家です。 当ブログはリンク・転載フリーです。
カレンダー

花うさぎさんのご冥福をお祈りします

検索フォーム
ねずブロの中で検索したい事柄
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←はじめにクリックをお願いします。

があった場合、↓の窓に語句を
入力して「検索」ボタンを押すと、
該当の記事が出ます。

花うさぎさんが街宣でいつも持っておられた「Z旗」
検索

メルマガ会員募集中

おススメ記事

ねずブロ／メールマガジンのお
申し込みは、↓からできます。

≪おススメ記事≫

http://www.mag2.com/m/0001335

■昭和天皇行幸
ご寄付について

■世界に誇る縄文文化
■航空戦艦伊勢と日向の物

ご寄付は以下の口座でお願いし

語

ます。

■赤トンボの戦い

【ゆうちょ銀行】

■緑の連隊長

記号 10520

■日本人という生き方 醍醐

番号 57755631

忠重海軍中将

口座名義 オナギ

■街のサンドイッチマン

【他金融機関から】

■小麦のお話

銀行名 ゆうちょ銀行

■大豆と満洲のお話

支店名 〇五八（店番058)

■セントルイスブルース

種目

■あんぱん誕生

口座番号 5775563

■幸せの黄色い道
■通州事件２
■奉天駅前事件

ブログ「花うさぎの世界は腹黒い」の花うさぎさんが、一昨日
の夜、お亡くなりになりました。

人の乙女たち

同じ、ブログを書くものとして、また、様々な会合や集会を通じ

■満州従軍看護婦実話

て日頃からたいへん懇意にさせていただいた花うさぎさん

(2)南新京駅

の、ほんとうに若すぎる死が、私にはいまだに信じられませ

(3)青葉慈蔵尊

ん。

■インパール作戦とパル判事

涙が止まらない。

■真の近現代史観
■なりあき少年物語

【問い合わせ先】
nezu@nippon-kokoro.com
最新コメント

■真岡郵便電信局事件と九

(1)集団自決

z

あつし:花うさぎさんのご冥福を
お祈りします (12/29)

z

ナポレオン・ソロ:花うさぎさん
のご冥福をお祈りします
(12/29)

z

あいさん:花うさぎさんのご冥
福をお祈りします (12/29)

先日、このブログで「凛として愛」を書いたとき、本当にたまたま同じ

z

日に花うさぎさんも「凛として愛」を特集されていて、お互いびっくり

■ヤマハさんと河合さん

して、いやはや偶然というより、これは何かのご意思なのかなあ、な

■なにくそ！ 早川徳次

どと話し合ったばかりでした。

■社員は家族だ 出光佐三
■死なない男・鈴木貫太郎

snowdrop:花うさぎさんのご冥
福をお祈りします (12/29)

z

残念で残念でなりません。

■大国主は日本最初のイジ

≪元気の出る人物伝≫

愛信:花うさぎさんのご冥福を
お祈りします (12/29)

z

■インドのジャンヌ・ダルク
メ被害者だった

普通預金

愛信:花うさぎさんのご冥福を
お祈りします (12/29)

z

本人希望欄:【拡散希望】慰安
婦の嘘は許しません！
(12/28)

z

愛信:橘中佐と遼陽会戦

以下の文は、先ほどある方にメールした文の一部なのですが、これ

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1400.html
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ねずきちの ひとりごと 花うさぎさんのご冥福をお祈りします
[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！

■昭和の巌流島決戦 国井善

を書くのが良いことがどうかもわからないのですが、ボクは、変な宗

弥

教とかでなく、人は生きているのではなく、「生かされている」のだ、

■岩崎弥太郎と竜馬伝

と思うのです。

■稲むらの火 浜口儀兵衛
■楠木正成と七生報国
■大山巌 西郷の再来といわ

人の「生」も「死」も、八百万の神々から、何らかの意味があってのこ

■津田梅子
■クーデンホーフ光子
■武士の娘

亡くなられた方々、そしてご遺族の方々には、深く哀悼の意を捧げ
たいと思います。

■愛する人とともに 山本権兵

けれど東日本大震災による大きな被害と多くの死で、神々は東日

衛

本に住む日本人の血統を絶やすことはしなかったし、それ以上に、

■昭和恐慌と高橋財政

戦後６５年間行われ続けた排日侮日の大宣伝を、一夜にしてくつが

■ご皇室からお嫁に 嵯峨浩

えし、日本人の素晴らしさを世界に伝え、そしてメディアが何の報道

川健次郎
■金原明善 明治の気骨

(12/27)
アロン:動物農場 (12/27)

z

アロン:マッカーサーを心服さ
せた昭和天皇 (12/27)
(12/27)

z

もしなくても、多くの日本人に日本人の素晴らしさ、日本人の生き方
の素晴らしさを教えてくださいました。

愛信:橘中佐と遼陽会戦

z

(・o・)歴史を理解しよう:橘中佐
と遼陽会戦 (12/27)

z

愛信:橘中佐と遼陽会戦
(12/27)

z

名無しさん:橘中佐と遼陽会戦
(12/27)

z

#;###:敵に警戒されるのは、正
しいことをしている証拠
(12/27)

メマス

凡人の私には、安仲さんの若すぎる死が、何を伝えようとした神々

■ダショー西岡の貢献

のご意思かはわかりませんが、ただ、おそらくは安仲さんは、向こう

■警神・増田敬太郎巡査

いつき:マッカーサーを心服さ
せた昭和天皇 (12/27)

z

■和井内貞行 十和田湖のヒ

■鳴門の第九 松江豊寿大佐

愛信:橘中佐と遼陽会戦

(12/27)

■緒方貞子

■東大総長を三度勤めた山

愛信:橘中佐と遼陽会戦

z

z

たとえば、東日本大震災で多くの方が亡くなりました。

検索

(12/28)
z

となのかもしれない。

れた男
■明治の貴婦人 大山捨松

ウェブ全体

の世で、きっと神々から何かの大きな使命を与えられたのであろう

z

愛信:徳の概念と諱(き)の概念
(12/26)

z

愛信:徳の概念と諱(き)の概念
(12/26)

と思うし、

z

愛信:五常の徳 (12/25)

■日本の建築美

生き残っている私たちにも、神々は、安仲さんの死を通じて、日本

z

名無しさん:硫黄島の日章旗

■友情が生んだ隠岐連絡船

の覚醒のために何かのメッセージをお与えくださっているのではな

■沖縄の舞天さん

■岡藤五郎先生

いか、などと思うのです。

(12/25)
z

正しいことをしている証拠

■スエズ運河を造った男たち
■チャンドラ・ボーズ
■世のために生きる 田島道

(12/25)

安仲さんが、命を削って毎日書き続けられた「花うさぎの世界は腹

治

黒い」です。

■自転車で転んで農機具発

そのご遺志は、安仲さんの死によって、これまで安仲さんが書きき

明 佐藤忠次郎
■二千人の命を守った警部
廣枝音右衛門
■日本こそアジアの盟主 山

あ太郎:五常の徳 (12/24)

れなかった何かもっと大きなものとなって、日本が目覚めるための

z

とも:五常の徳 (12/24)

起爆剤となっていくのではないか。

z

松田康余:五常の徳 (12/23)

神々は、生き残った私たちに、何かそういう使命をお与えくださって

z

やまとなでしこ:五常の徳

そんな気がします。

■日本を救った古代の英雄

竹子と瓜生岩子

れ！ (12/24)
butamaru:五常の徳 (12/24)

■実在した怪傑ハリマオー

■会津藩の二人の女性 中野

名無しさん:中井洽は腹を切

z

いるのではないか。

■西郷頼母と姿三四郎

z

z

鹿素行

大伴部博麻

ミーサ:敵に警戒されるのは、

(12/23)
z

Pin:敵に警戒されるのは、正し
いことをしている証拠 (12/23)

コメントをくださる皆様へ

ボクは、神官ではないし宗教人でもありません。
霊感などというものも、欠片ほども持ち合わせていない。
なので、こういうことは正直、よくわからない。

基本的にご意見は尊重し、削除
も最低限にとどめますが、コメン
トは互いに尊敬と互譲の心をもっ

■古くて新しい中江藤樹郎

けれど、花うさぎさんのことについては、なんだかそんな気がしてな

てお願いします。汚い言葉遣い

■身を投げ出して乗客の命を

らないのです。

や他の人を揶揄するようなコメン
ト、並びに他人への誹謗中傷に

救った車掌 鬼塚道雄
■新手一生 升田幸三
■男の生きざま 山下太郎
■老農と呼ばれた男 石川理

日本は、目覚めなければならない。
気、日本の持つ人の和を大切にする心、もっといえば、人の世の良

■宮古湾海戦と甲賀源吾

心が、日本に、そして世界にひろがることだと思うのです。

■不自惜身命 小原竹五郎と
■白虎隊と歴史への姿勢
■滅んでも勝つ 山川大蔵

であしからず。

日本の心が目覚めることは、日本の持つやさしさ、日本の持つ勇

紀之助

江崎邦助

あたるコメントは、削除しますの

通州事件の真実
通州事件を実際に体験された女
性の手記です。

嘘やデマや武力が支配する世界と、庶民が礼節を保ち互いに信じ
あうことができる世界と、世界中の多くの人々がどちらを求めている
かと問えば、答えは明らかです。

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1400.html

クリックするとテキストファイルが
開きます。
http://blog-imgs43.fc2.com/n/e/z/nezu621/20101
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ウェブ全体

検索

■良心を生きた人生 新島襄

おそらくは、花うさぎさんは、そのために新たな使命を帯びて旅立た

■天祐ハ常ニ道ヲ正シテ待ツ

れた。

ベシ 長瀬富郎

そして生き残った私たちには、花うさぎさんの生き様を通じて、神々

日本からパチンコをはたき出

は何かのメッセージを与えようとされている。

せ！

■ライト兄弟より早く飛行機を
飛ばした日本人 二宮忠八
■一死をもって責任を貫く 石

特別キャンペーン

そんな気がします。

黒小右衛門
■滅んでも勝つ 山川大蔵

花うさぎさんの、ご冥福を心からお祈り申し上げます。
パチンコ市場は２１兆円

■へりで救出された1200頭の
牛の物語
■３８年間無報酬で働いた村
長 鎌田三之助

そのお金を消費に向ければ莫大

よろしかったらクリックを。

な経済効果が生まれる！

↓ ↓

↓関連記事↓
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog

■石門心学と石田梅岩

-entry-1197.html

■竹カゴとカーボンナノチュー
ブ 飯島澄男博士

上映会の時の「花うさぎさん」

■乾電池の挑戦、屋井先蔵

尖閣諸島問題について

■なりあき少年物語

「世界日報社」の特集記事

■光秀と天海僧正

http://www.worldtimes.co.jp/

■岩崎弥太郎と竜馬伝

尖閣諸島に関する1972年の外務

■世界に先駆けた外科手術

省資料（ＰＤＦ）

佐藤泰然

http://www.worldtimes.co.jp/speci

■タイの近代法の父 政尾藤
吉
■インドネシアとともに 三浦
襄
■名越二荒之助先生
■千葉惣左エ門と伊達藩の
名裁き
■もうひとつの赤穂浪士 矢
頭右衛門七
■幸せの黄色い道 三宅精一
■戦うということ 松本英子と

【メルマガ会員募集中】

やまと新聞を守れ！

ねずブロのメルマガを購読し、ご一緒に日本の良い話を拡散しませ

田中正造

んか？

■雷電爲右エ門と浦風親方

購読のお申込は↓コチラ↓から。

造

http://www.mag2.com/m/0001335031.html

■私心を捨てて 野中兼山

やまと新聞は、戦後ＧＨＱの圧力

■世界最長４８４日の漂流

に屈することなく、日本のジャー

督乗丸と小栗重吉

ナリズムの正義を貫いた唯一の

■坂田三吉と関根金次郎

新聞です。

■身を犠牲にしてレントゲン

みんなの力でやまと新聞を応援

撮影に革命をもたらした林信

22

やまと新聞社の公式ＨＰは

雄医学博士
2011年12月29日 | 雑記 | トラックバック(0)件 | コメント(7)件

■生涯の夢を乗せて 白瀬矗
■大村藩の新精隊 渡辺清

■万次郎上陸
■名を残す 片平観平
■あんぱん誕生

↓コチラ↓
http://www.yamatopress.com/
購読料は月500円です。

■悲しみの山河を越えて 石
井筆子

しよう！！

下の窓の中味をコピペすると、上

≪堕胎と少子化問題 | HOME | 二・二六事件と阿南大将の訓話≫

のバナーをご自分のＨＰに貼るこ
とができます。

コメント

<a
href="https://www.

■だけれども僕はやる 中田
厚仁
■義に生きる 山田方谷
■日本初の小学校女性教師
黒沢登幾
■アドレナリン 高峰譲吉
■猿とみなされながら世界一

【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]

やまと新聞の紹介記事はココをク
リック

【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=a̲JpUv86xU4&feature=youtu.be
(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]
2/2【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]
【関連情報】
【正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現】

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1400.html
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の大数学者に 高木貞治
■命に代えて 福井文右衛門
■教育に捧げた生涯 井口
阿くり
■朝鮮半島の再建 目賀田
種太郎

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4499.html
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】

■石巻の「青い目のおなご先
生」
■玉川兄弟

花うさぎさんのブログは、ねずきちさんのと同じように、ほぼ毎日拝見して
おりました。Dマスコミは、媚中、媚韓、媚左翼でどうにもなりませんが、ネ
ットの力で日本を昔のような真っ当な国にできればと願っております。花う
さぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。ねずきちさんも健康に気を
つけられ、益々ご活躍ください。今後ともよろしくお願い申し上げます。

■昭和最後の武道家 望月稔

■伝統と創造 横山大観
■日本人としての誇り 岡倉
天心
■二宮尊徳のこと
■武人として 川路聖謨
■漢方医学と浅田宗伯
≪日本の心≫
■大和心とポーランド孤児
■たおやかに やまとなでしこ
咲きにけり
■トルコ軍艦エルトゥールル
号遭難事件

ご冥福をお祈り申し上げます
花うさぎさんの訃報には参りました。 脳梗塞だったそうですから突然死に
近いですね、ご家族の悲痛は如何許りか、私も伯父を脳梗塞で亡くして居
ますから、その喪失感の大きさがしのばれます。
我々、現在の、そして将来の日本を憂えているモノ達にとっても、此処で
氏を喪う事は大きな損失です。
思えば、氏は「行動する保守」の旗頭で在られたのですから、そして、そ
の成果が目に見えて現れ始めた矢先なのですから、氏の御無念もさぞか
しと推量いたします。
今日もマスゴミは己の華美な生活を護る為ダケに、亡国の技を尽くして
おります。 「我等が日本人の心を呼び覚ますのだ、それには、行動ある
のみ、書を捨てて街に出よ。」との氏の声が聞こえてきそうです。
護国烈士のご冥福を心よりお祈りしております。

本

2011/12/29(木) 10:40 | URL | ナポレオン・ソロ #-[ 編集]

■ギリシャ神話と日本の心
■ニホンミツバチの勇気ある

花うさぎさんの訃報

行動
■いくつかの主張
■公のために働いた武士
■「日の丸」
■国旗の由来と掲揚
■「君が代」

花うさぎさんの突然の訃報に驚いています。
毎朝拝読し、勉強していただけに、信じられない気持ちです。
記事に対するコメントを投稿すると必ず丁寧なお返事をいただき、
ひよこの私には大変勉強になったことは言うまでもありませんが、同時に
氏の誠意と並々ならぬ愛国心を強く感じていました。

■「靖国」
■「教育勅語(1)」
■「教育勅語(2)」
■「軍人勅諭」
■「八紘一宇」
■八紘一宇の塔

ねずきち様の文章を拝見し、新たなる使命を得、新天地に向け
旅立たれたのかもしれないなとも思いました。
私はブログを通じてしか存じ上げていないのですが、
生前の多大なご功績に深く経緯を表し、感謝し、
衷心より哀悼の意を表したいと思います。

■「蛍の光 仰げば尊し」
■海軍兵学校「五省」

おいに歓迎です。ただし適法な引
用でないと、著作権侵害で処罰さ
ださい。

z

『ねずきちのひとりごと』 PDFコ
ーナー

z

やまと新聞社

z

やまと新聞 見習いBlog

z

日本会議岡山

z

中山成彬先生のブログ

z

中山成彬先生の公式ＨＰ

z

西村真悟先生のHP

z

西村眞悟先生の時事通信

z

なかそちづ子後援会

z

田母神俊雄公式ブログ

z

田母神俊雄公式ＨＰ

z

がんばれ産経新聞

z

牧原秀樹公式サイト

z

大場綜ウェブサイト

z

桜井よし子ブログ

z

平沼赳夫オフィシャルサイト

z

城内みのる

z

西村幸祐さんのブログ

z

藤井厳喜ブログ

z

史実を世界に発信する会

z

国家基本問題研究所

z

日本保守市民活動の作戦指
令所

z

たちあがれ日本

z

花うさぎの「世界は腹黒い」

z

islandのつぶやき

z

東アジア黙示録

z

ミリアのブログ

z

ある大学講師の日常

z

きあらの日本を知る、世界を
知る

2011/12/29(木) 12:54 | URL | あつし #-[ 編集]

■ご皇室は日本の宝

承認待ちコメント

■戸籍について考える
■人間を矮小化してはならな

めの適法かつ前向きな拡散はお

合掌

■日本人の誇り
■幼年時代の昭和天皇

当ブログの日本の心を伝えるた

リンク

■キャプテン翼大作戦
■チリひとつなかった江戸日

て

れることがありますのでご注意く

2011/12/29(木) 09:09 | URL | あいさん #gporkrUQ[ 編集]

■世のため人のために 清水
次郎長

http://destroy-china.main.jp
ねずブロの拡散・転載につい

アップして戴き、ありがとうございました。

■どこまでも謙虚に 細井平
洲

↓ ↓ ↓
http://www.destroy-china.jp/
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■マッカーサーを心服させた

検索

殲滅支那大連盟

【動画ニュース掲示板】最新版
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj6.cgi
【動画ニュース最新版タイトル一覧】はこちらをクリックして下さい。

■シンディー・ローパー
昭和天皇

ウェブ全体

このコメントは管理者の承認待ちです

い

2011/12/29(木) 17:58 | | #[ 編集]

■飴を買う幽霊

z

おつるの秘密日記

z

日本の心を伝えるブログ

z

うぃすぱー・ぼいす

z

まさか、右翼と呼ばないで!

z

バカモヤスミヤスミイエ

z

瞑想×迷走

z

おかあさん！政治に無関心は
いけません

「一層奮励努力せよ」を心に留めて

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1400.html
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ねずきちの ひとりごと 花うさぎさんのご冥福をお祈りします
[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！

■シコロの木
■戦艦三笠を守れ
■リンゴの心
■日本美の再発見･ブルー
ノ・タウト
■見沼通船堀
■ウズベキスタンの日本人
■世界に誇る日本の交番

皇国の興廃此の一戦に在り、各員一層奮励努力せよ
花うさぎさん ありがとうございました。
日心会が主催した鎌倉芸術館での田母神閣下の講演会で自転車屋さ
ん？に案内していただいて、開演前座席にいらした花うさぎさんに「ファン
です。」とご挨拶させていただきました。そして池袋芸術会館の中山恭子
先生のウズベキスタンのお話ではブログ『世界は腹黒い』にお話を聞くわ
たしの後ろ姿を載せていただきました。

■イザベラ・バードの日中韓
紀行
■弁慶の勧進帳
■子守りをする少女 エドワー
ドモース
■悪代官のお話
■有森裕子選手と日本武道

外での活動はなかなかできないので、花うさぎさんのブログを毎朝のよう
に開けていました。見ると前日の活動の写真や動画と解説記事が載って
いて、その写真と動画を見たり、記事を読んだりすることがsnowdropの保
守愛国の活動でした。もう、読めないのが本当に残念です
日本軍の報道官・花うさぎさん、一層奮励努力します。ありがとうござい
ました。

■静御前の舞

2011/12/29(木) 19:12 | URL | snowdrop #AJGc9wjk[ 編集]

■大理の日本四僧塔
■ウガンダの高校生を変えた

浜田外務政務官、国民新党に入党…自民７月除名

ウェブ全体

検索

z

ガラス瓶に手紙を入れて

z

天岩戸を開く

z

トラネコ日記

z

老兵の独り言

z

国民に知らせ隊

z

よーめんのブログ

z

そよ風ブログ

z

在日特権を許さない市民の会

z

主権回復を目指す会

z

日本を護る市民の会

z

日本女性の会そよ風

z

ねぇ知ってたぁ？

z

日本の花言葉

z

男心・女心・葵の心

z

mohariza07メモ

z

かのん-35゜

z

浅羽由紀 Four-leaf clover♪

z

痛いニュース

z

国を憂い、われとわが身を甘

日本の躾

やかすの記

浜田外務政務官、国民新党に入党…自民７月除名
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111229-OYT1T00495.htm?
from=main2

z

自分なりの判断のご紹介

z

ayarinさんのページ

z

ドラマ〜あなたも主役〜

z

いぬねこのおさんぽ〜

z

今日の献立 男の気まま料理

z

夢と希望と笑いと涙の英語塾

z

哲学カウンセリング研究所

z

長政の呟き

z

faye-y的毎天

z

王様の耳はロバの耳

z

閑話ノート

z

厳選韓国情報

z

けいいちの日記

z

貴祥庵

z

！うにまろ！日記

z

hilcoのブログ

z

トピックス・話題のニュース

z

manggisアフィリエイトproducts

z

ecostock

z

ガケップチでの我侭こらむ

z

絵日記『蔵歳時記』part2

z

黒崎経済新聞

z

良品賢撰

■美意識と日本的価値観 加

z

とある中年オヤジの独り言

瀬英明先生

z

無荒老から一言

■日本建国の理想は「家族

z

彦左の正眼！

z

★気になるアレコレ紹介★

z

とにかく、前向き！！ひかりの

■救出された１２００頭の牛
■海上自衛隊・海賊船対処
■日本の水を守ろう
■赤穂浪士の真実
■日本は一国一文化
■日本刀と鉄砲伝来

【関連情報】
話題の人、愛国系国会議員だった浜田和幸氏の奮戦記
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/cshdky.cgi

■貧農史観というウソ
■特攻と日本武士道･･･笹森
順造
■元航空自衛隊宇都隆史参
議院議員の演説
■靴磨きの少年

売国民主党韓直人前総理が自民党議員を引き抜いて支那に対する批判
を封じ込めた。
又、人工地震に関する主張を隠蔽した。
反日売国テレビ局・マスコミがこの経緯を報道しなかったので多くの日本
人有権者は土地の売却や
人工地震発生の真実を知らない。

■赤穂浪士と山鹿流
■江戸からくり人形と雇用の
お話
■小石川養生所
■桃太郎とイザナギ、イザナ
ミ
■大国主は日本最初のイジ

浜田和幸(自由民主党)支那の土地買収案件を追求
http://www.webtv.sangiin.go.jp/generator/meta̲generator̲wmv.php?
ssp=4910&mode=LIBRARY&pars=0.18238138086383326
(動画)
【マスコミ隠蔽の掲示板】最新版
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj4.cgi
【マスコミ隠蔽のタイトル一覧】最新版はこちらをクリックして下さい。

メ被害者だった

2011/12/29(木) 22:29 | URL | 愛信 #EBUSheBA[ 編集]

■中越沖地震で分かった日
本人の美徳

コメントの投稿

【名前】

国家」
■日本建国の理念に帰ろう
■すぎやまこういち先生の御
講演
■平沼騏一郎と国本主義

新聞情報源!

【タイトル】
No title
【メールアドレス】

■誇りを持て、日本人！

z

怒喜交々

z

チョクのブログ

z

幼かった恋愛事情

z

恋する出会い！！ 〜元出会

■陛下のお言葉

い系関係者の生き様〜

【WEBサイトURL】

z

≪帝国軍人≫
■ランボーは日本人だった！
舩坂弘軍曹

ズバリ！実験ドロップシッピン
グ

【本文】

■緑の連隊長 吉松喜三大佐

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1400.html

z

uwabami58's soul 蟒蛇鱶男の
能書き

z

ADON-K＠戯れ言
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