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さんごママさん
昭和12年生まれ、美空ひ
ばりと二日違いの硬骨女で
す。ひばりや裕次郎は良い
時にあの世に行きました
ね。今の世は私には耐えら
れない。でも黙っていては
いけないのだ。物言う女に
なります。
７４才現役ケアマネの本
音
ブログランキング
【全体】
112位/25,177人中
【リビング】
7位/1,049人中
最新ブログエントリ
ひと時忘れさせてくれた忘年会
後は頼むと言われましても！
余人をもって代え難し
「花うさぎ」さんの奇跡の生還を
祈る
アクティブなさんごママ

12月23日13時53分
天長節の日、銀座で取材中の「花うさぎ」さん
私が「花うさぎ」朝刊と呼んで毎朝そのページをめくるのが日課だった「花うさぎ」さん
が今朝は更新されなかった。
朝刊だから毎朝規則正しく更新されていたのに全く無断で更新されなかった。

→もっと見る
フォルダ
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護国運動(184)
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「花うさぎ」さんが無断で更新を休むなんて考えられない！何か不吉な思いが浮かんだ。
全国の皆さまも同じ思いだろうとおもう。
コメント欄に息子さんからのコメントが掲載された。
このブログに訪問いただいた皆様へ
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。

デイ調理(81)
パン作り(47)
西の空（富士）(8)
日常(74)
友好(12)
都内(19)
祝日(4)

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。

餅搗き(3)
ケアマネのお仕事(11)

皆さま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。
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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 20:19
カテゴリ： リビング > シニア

観劇(6)

フォルダ： 友好

コメント(7) | トラックバック(0)

このブログエントリのトラックバック用URL：
http://3515.iza.ne.jp/blog/trackback/2550873

花(3)
同窓会(3)

コメント(7)

冠婚葬祭(3)
コーヒーとマンゴの木(2)

コメントを書く場合はログインしてください。
すずめめだか さん
2011/12/26 23:22
さんごママさん、花うさぎさんの情報を教えてくださりありがとうございます。

Commented by

過去記事のアーカイブ
2011年12月(29)
2011年11月(31)

今はそれだけしか書き込みできません。ごめんなさい

2011年10月(38)

Commented by

sakurara2 さん
さんごママさん、こんばんは。
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最新コメント
by one2010eight
後は頼むと言われましても！
花うさぎさんのご冥福を祈り
ま…
by ksss43
余人をもって代え難し
先ほどから涙が止まりませ
ん．…
by エーリヒ・ハルトマン
余人をもって代え難し
大変失礼しました(>_<)
…
by エーリヒ・ハルトマン
余人をもって代え難し
さんごママさんへ、エーリ
ヒ・…
by エーリヒ・ハルトマン
「花うさぎ」さんの奇跡の生還…
さんごママさん、エーリヒ・
ハ…
最新トラックバック
「慰安婦の嘘は許しません！な
でしこアクション２０１１」大成功
李大統領来日反対！200人が
新宿でデモ行進
日本の保守を誤まらせる皇統2
600年の歴史
TPPを考える国民会議、街宣と
1500人のデモ行進
村木元局長に３７００万円賠償
へ 国が違法捜査認める
ピックアップニュース
「性」に踏み込むＮＨＫに賛
否両論

2011/12/27 01:26

私も12月23日花うさぎさんとお会いし、お話しました。
今日帰ってきてブログを見ても更新されていなかったので、年末でお仕事が忙し
いのかと、「今日は休刊日ですか？」ってメールしちゃいました(T-T)。
今は私達の祈りが通じてくれる事をただただ祈っています。
大丈夫です！ きっときっと帰ってきます！ 呼び戻しましょうね！
Commented by

snowdrop さん

2011/12/27 10:13

はじめまして
私も花うさぎさんのブログが更新されないので不安でしたが、息子さんのコメント
を読み、今はただ、ただご回復を祈る者です。
花うさぎさんの写真を私のブログにお借りしても良いでしょうか？
Commented by さんごママ さん
snowdrop さん
どうぞ、どうぞ
もう一枚ありますがそれは背を曲げてうつむき加減で去り行くような
如何にも寂しそうな画像なのでやめました。
多分この画像が元気な時の最後の画像だと思います。
今思うとあの日の花うさぎさんはいつもと違う雰囲気でした。
取り急ぎ！
Commented by snowdrop さん
To さんごママさん
>snowdrop さん
>どうぞ、どうぞ

2011/12/27 11:12

2011/12/27 11:45

ありがとうございます。早速追加掲載させていただきます。
>今思うとあの日の花うさぎさんはいつもと違う雰囲気でした。
・・・とても寒い日でしたよね。
Commented by nekodaisuki さん

2011/12/27 15:16

初めてお邪魔します。
さんごママさんのブログは昨日初めて読ませていただいたのです。
花うさぎさんのブログの更新がなかったので、年末に温泉にでも骨休みに
いらしているのかなぁ〜と思っていたところ、
こちらのブログで花うさぎさんのことを知り、涙が止まりません。
いつの頃からか忘れましたが長いこと花うさぎさんのブログを読ませて
頂いていましたので、身内が倒れたような心細い気持です。
他の多くの方々と同じように、私もはなうさぎさんの回復をお祈りしています。
Commented by エーリヒ・ハルトマン さん
さんごママさん、エーリヒ・ハルトマンです。お久し振りですm(__)m
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橋下維新、関西経済界の
ホンネ
２０１１文化部記者の映画
ベスト３
“辰”の「一反木綿」お札と
名刺作成
美人ブライダルＭＣの裏話
肉食べるパンダの撮影に
成功
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

Page 3 of 3

１２月１４日に、反日左翼の(嘲)外務省人間の腐り行動(蔑)に対する保守系団
体の☆抗議活動に参加後☆、私の知り合いである村田春樹さんのご指示で、タ
クシーにさんごママさん、そよかぜの涼風真喜子さん、大川ルリ子さんと同乗さ
せていただき、集会会場の星稜会館に行く事が出来ました☆

そこで、さんごママさんの紹介で☆花うさぎさんに☆お目にかかり、名刺も頂戴
する事が出来ました(^^)v あれから２週間足らずでこんな事になるとは…。
まさしく、痛恨の極みです(T_T)

しかしながら、花うさぎさんの☆１日も早い回復をお祈りする同時に☆、我々日
本軍の将兵は☆引き続き愛国活動のために☆戦わねばなりません☆

さんごママさんにおかれても☆、くれぐれもご健康に留意されて☆、今後も公私
に渡りご活躍される事を☆念願してやみません☆
乱文にて、誠に失礼致しましたm(__)m

イザ！ケータイとは
トラックバック(0)
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