
会員登録 ｜ログイン ｜ヘルプ

マスゴミの最大の武器は、捏造、歪曲と｢報道しない自由」
日本人よ決起せよ！TPP,大増税反対！外国人参政権反対、人権侵害擁護法案反対、夫婦別姓制度反対。

  

 ジャンル：

しばりょうさん
 

日本が好きです。美しい日
本は日本人のもの。織田信
長秋山兄弟、坂本竜馬 土
方歳三、高杉晋作 河井継

乃助 大村益次郎  
司馬遼太郎氏の描く日本人
が大好きです。 
[登っていく坂の上の青い
天に、もし一朶の白い雲が
輝いているとすれば、それ
のみを見つめて坂を登って
いくであろう。 

ブログランキング

【全体】

13位/25,177人中
 
【政治も】

7位/2,126人中

最新ブログエントリ

花うさぎさんのご冥福を心より
お祈り申し上げます。

頑張れ日本・英霊のためにも
負けられない！神風特攻隊（群

青／谷…

がんばろう日本！吉田拓郎：今
日までそして明日から 

倭(やまと)は 国のまほろば 
たたなづく 青垣 山隠(やまこ
も)…

救国内閣はこのメンバーで。

【 国民大集会】

→もっと見る

フォルダ

指定なし(7,119)

タグ

政治(3) チャンネル桜 頑… (5)

アジアの希望の星 (4)

社民党 (4)

神国 (4)

国立戦没者追悼施設の建設 
(4)
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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美味しい

酒飲みたかった。 
2011/12/28 18:31 

花うさぎ

@sekaiharaguroi
プロフィールを見る→

東京都中野区

カテゴリ： 政治も  > 政局    フォルダ： 指定なし コメント(4)  |  トラックバック(0)

コメントを書く場合はログインしてください。

2011/12/28 18:17Commented by すずめめだか さん 
花うさぎさんの姿を載せてくださってありがとうございます。 
 
ネットでの繋がりしかなく、どういった方なのか分からずに終わるところでした。 
こんなに細面の方が沢山取材され毎日ブログを更新される力が良く出ていたと

驚きました。きっと頑張りすぎて命を出し切ったのでしょう。 
 

 
2011/12/28 18:28Commented by しばりょう さん 

To すずめめだかさん  
>花うさぎさんの姿を載せてくださってありがとうございます。 
> 
>ネットでの繋がりしかなく、どういった方なのか分からずに終わるところでした。 
>こんなに細面の方が沢山取材され毎日ブログを更新される力が良く出ていた
と驚きました。きっと頑張りすぎて命を出し切ったのでしょう。 

<<前へ 次へ>>

 
 

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.j
p/blog/

 http://3515.iza.ne.jp/blog/entry/2551816/allcmt/#C2401927

ブログの充実度は、他を圧倒していました。

每日欠かさずですから、大変な労力でしたでしょう。

保守デモ、保守講演には、必ず、参加され、その報告を 綺麗な写真と共に、

ブログで必ず紹介してくださいました。

最近の、寒波が、花うさぎ様を襲ったのでしょうか。 

花うさぎ様に、変わる人はいません。素晴らしい、大和人でした。

ありがとうございました。ありがとうございました。

ご冥福心より、お祈りいたしております。合掌。

 

花うさぎさん（安仲徹男あんなか・てつお）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

 

  
このブログエントリのトラックバック用URL： 

http://sibaryou55.iza.ne.jp/blog/trackback/2552452

コメント(4)
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→もっと見る

過去記事のアーカイブ

2011年12月(381)

2011年11月(313)

2011年10月(257)

2011年09月(234)

2011年08月(185)

→すべて表示

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

<< 2011年12月 >> 

最新コメント

by しばりょう 
【転載】今の民主党を３年ほ
ど…

To coolhorseさん >議員
だ…

by coolhorse 
【転載】今の民主党を３年ほ
ど…
議員だけではないですね。

マス…
by しばりょう 
【転載】今の民主党を３年ほ
ど…

To coolhorseさん >それ
に…

by coolhorse 
【転載】今の民主党を３年ほ
ど…
それにしても、このCMを「ネ
ガ…

by しばりょう 
「泣きたいのは國民と被災者
だ…

To izayoi0228さん >泣
きた…

最新トラックバック

小沢無罪判決を想定して逃げ

の手を打った朝日の社説 

生物兵器に使われる危険性が
懸念されているが、最も危険な

存在は…

これは酷い！警察の「言論弾
圧」と非難の声

韓国の反日は日本の謝罪派に
起因

憂国の割腹自決は金沢大四
年・杉田智さん

ピックアップニュース

「性」に踏み込むＮＨＫに賛
否両論

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

こんばんわ。最近twitter始めたといわれて、まだ、間の無いですね。私もtwitt
erで、初めて、お顔拝見しました。 
多分わたしより、1才上の63才くらいになられると、思います。 
連日の冷え込み、23日のデモなぞ、相当キツかったと想像できます。 
デモと講演会、ブログと、もう、凄いエネルギーで、突き進んでいかれた。日本を

思う気持ちが、そうさせたのでしょう。 
花うさぎ様に代わる人はいません。 
大きな穴がぽっかり開いてしまいました。 
来年こそ 花うさぎ様悲願の 真正保守政権をつくらねば、花うさぎ様に合わせ

る顔がありません。悲しいけれど頑張りましょう。 
 
 

 
2011/12/28 20:31

 

Commented by pochimaru さん 
しばりょう さん こんばんは。 
 
花うさぎさんのご逝去、唯々、悔しいの一言です。 
 
先ほど、山際澄夫さんのツイッターに、先日新橋駅前で不当拘束された「多摩川

ボート」さんのツイートをリツイートする形で、花うさぎさんのご葬儀の予定が掲載

されておりました。 
 
明後日30日夜に御通夜、大晦日31日午前に告別式とのことです。 
 
具体的な場所等までを勝手にこちらへ記載していいものか判断できませんの

で、申し訳ありませんが、山際さんのツイッターをご覧下さい。 
 

 
2011/12/28 20:40

 

Commented by しばりょう さん 
To pochimaruさん  
>しばりょう さん こんばんは。 
> 
>花うさぎさんのご逝去、唯々、悔しいの一言です。 
> 
>先ほど、山際澄夫さんのツイッターに、先日新橋駅前で不当拘束された「多摩
川ボート」さんのツイートをリツイートする形で、花うさぎさんのご葬儀の予定が掲

載されておりました。 
> 
>明後日30日夜に御通夜、大晦日31日午前に告別式とのことです。 
> 
>具体的な場所等までを勝手にこちらへ記載していいものか判断できませんの
で、申し訳ありませんが、山際さんのツイッターをご覧下さい。 
 
ご連絡ありがとうございます。 
 
兵庫から、ご冥福祈るばかりです。 
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