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花うさぎの検索結果
•
ツイート·
• すべて

»

• 検索結果を絞り込む »

beatDPJ TPP大反対！米国の狙いは金融＆保険など
時事ブログ・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。 bit.ly/mFAlsn
5時間前
»

kunaikyo 宮内卿
ご回復をお祈りしております。 花うさぎさんのブログ wp.me/pOg1o-fTR @wordpressdotcomさんから
6時間前
»

solilogue 桜の 日美子
@
@2525415mi 花うさぎさんは、まだまだ日本に必要な方です。
7時間前
http://twitter.com/
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»

NorikoKoga 葉隠れ
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/ 花うさぎ氏倒れる。更新が2011/12/2506:15を最後に途切れ、年末故と暢気に解釈。
が、西村氏のツイッターで異変を知り息子さんのコメントへ。日の丸デモの度にカメラを構えている方を見ると、
あの方だろうかと想像。奇跡を信じ、快癒祈念を。
9時間前
»

sakurasaku602 sakurasaku
花うさぎさん。おとといから更新していない事が気になっていたら、脳梗塞で倒れたとの事。息子さんのコメントを
読んで・・・ショック。 心よりご回復を、お祈りしています。
9時間前
»

mamionn まさ
@
@menzukin 花うさぎさんのご回復をお祈りしております。
9時間前
»
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hepuban 翡翠
花うさぎさんのブログ wp.me/pOg1o-fTR @wordpressdotcomさんから
14時間前
»

enraku02983 炎絡
地元の神社で花うさぎさんのご快癒を祈ってまいりました。早く意識を戻されますように(＞人＜)
16時間前
»

basubusu バス
はい！ RT @nardis61: 花うさぎさん、脳梗塞の報。一日も早いご回復を御祈りします。花うさぎさんがお休みさ
れている間、Twitter、ブログ、デモ、なんでもいいから、保守は花うさぎさんの分まで行動すべし。留守を預かる
者の勤めです。
16時間前
»

giboushi 庭石 重男
花うさぎさん！がんばれ。この日本には、あなたが必要なのです。花うさぎさんは、お月さまに似合いません。回
復を祈っています。
16時間前
»

nardis61 yas
花うさぎさん、脳梗塞の報。一日も早いご回復を御祈りします。花うさぎさんがお休みされている間、Twitter、ブ
ログ、デモ、なんでもいいから、保守は花うさぎさんの分まで行動すべし。留守を預かる者の勤めです。
17時間前
»

blade_ryu blade ryu
いつも読んで勉強させて頂いていました。花うさぎ様の快癒を心からお祈りいたします。
17時間前
»

sito_rin シトリン
花うさぎさんのご快癒をお祈りします！！
17時間前
http://twitter.com/
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»

gakuyoh パチンコ撲滅委員会
『 お見舞い「花うさぎ」殿 』 お見舞いを申し上げます torakagenotes.blog91.fc2.com/blog-entry-622…
17時間前
»

oyayubi_hime きえ 사라져
花うさぎさんって誰…。
17時間前
»

gakuyoh パチンコ撲滅委員会
衝撃のコメント。花うさぎ氏が脳梗塞で緊急入院されたそうです。 ＞＞ 「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。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。」 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/254…
17時間前
»

menzukin 麺頭巾
【花うさぎさんのご回復をお祈り申し上げます】 ⇒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。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。
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/254…
17時間前
»

maruhia2010 風吹 まるひあ
あかん泣いてまう。お爺さん!未だ海軍は正しく生きていますm(__)m RT @yamagiwasumio: 我らのブロガー
『花うさぎ』さんが倒れられたようです。 頑張れ、頑張れ、何とか頑張って。 bit.ly/kbLCiw
17時間前
»

basubusu バス
私も心からご回復を祈っています。 RT @yamagiwasumio: 我らのブロガー『花うさぎ』さんが倒れられたようで
す。 頑張れ、頑張れ、何とか頑張って。 bit.ly/kbLCiw
18時間前
»

yamagiwasumio 山際澄夫
我らのブロガー『花うさぎ』さんが倒れられたようです。頑張れ、頑張れ、何とか頑張って。
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
18時間前
»

enraku02983 炎絡
http://twitter.com/
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いつも読ませていただいてる保守系ブログ、「花うさぎさんの世界は腹黒い２」のブログ主花うさぎさんが脳梗塞
で病院に運ばれ意識不明とのこと。多数のデモに足を運ばれ、今度こそご挨拶させてもらおうと思ってたの
に・・・！神社いって祈ってきます！
19時間前
»

pipipipikori tanpopo
@sekaiharaguroi 花うさぎさん、がんばって！！！
19時間前
»

ginntokii 銀時
ブログ更新：野田首相、日中友好演出に躍起 首脳会談で尖閣触れず 見せかけの友好… 靖国神社で放火
ツイッターに犯行声明か 先人達を踏みにじる許せざる行為！ 国思う有志、花うさぎさんのご回復と治癒を…
bit.ly/tSQ8JT #売国 #seiji #jnsc
19時間前
»

chocolin179 Chocolin
@
@sekaiharaguroi 「花うさぎ」様毎日のブログ、熱い護国活動本当に感謝尊敬しております。ご病気伺って驚き
ました。ただただ早いご快復を心よりお祈り申し上げます。
19時間前
»

sito_rin シトリン
花うさぎさん！ この秋口に、たまたま、私が面白いチラシを持っていたので、話しかけて来られて名刺をいただ
きました。世界は腹黒い…とあり、有名な方なので、びっくりしました。まさか、まさかな状況で、心配でたまりま
せん。祈ります！
19時間前
»

ah66_comanche you!-v.ogiwara
花うさぎさんが昨日、脳梗塞で意識不明になられたとか。是非是非、一日も早いご回復をお祈りいたします。貴
殿は今の日本国に、そして現在の我々には亡くてはならない人物です。
20時間前
»

solilogue 桜の 日美子
@sekaiharaguroi 花うさぎさん、頑張れ！！頑張れ！！一緒に、日本を支えて下さい。どうか、どうか。
20時間前
»
http://twitter.com/
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sibaryo しばりょう
@
日頃花うさぎ様が、西村氏とご懇意であることをお聞きしていました。何とか、回復祈るばかりです。。花うさぎ様
の行動デモニ参加し、それを報告し、また、日本軍の仲間たちに每日欠かさず、素晴らしいエントリー続けておら
れました。国想う気持ちはどの政治家より強かった。@kohyu1952
20時間前
»

TAMAGAWABOAT 多摩川競艇
23日の天皇誕生日。皇居行われた一般参賀が終わり、坂下門あたりで｢釈放されて良かったですね」と声をかけ
ていただいたのが花うさぎさんでした。それから平川門を出るまでご一緒させていただいた。花うさぎさんが25日
に脳梗塞で倒れたと聞いて驚いています。一日も早いご回復をお祈りいたします。
21時間前
»

mamionn まさ
@
ご回復をお祈りしています。@KOKUMINnoKOE お見舞い「花うさぎ」殿 - お見舞いを申し上げます
torakagenotes.blog91.fc2.com/blog-entry-622… #mpj .
21時間前
»

sito_rin シトリン
RT @yamato_mikoto: 花うさぎ氏の快癒を祈願する!! dlvr.it/12H2wp
21時間前
»

yoc31 よっく
@
先日はとても元気だったから、きっと大丈夫。お祈りしています。@KOKUMINnoKOE お見舞い「花うさぎ」殿 お見舞いを申し上げます torakagenotes.blog91.fc2.com/blog-entry-622… #mpj
21時間前
»

miyasakas 宮坂四郎
花うさぎ氏の１日も早い回復を祈念してやみません。様々なデモの現場での様子を克明にブログにアップデート
して下さる為にハードな日々だったかも知れません。しっかりオーバーホールなさって復帰をお待ち申し上げて
おります。
21時間前
»

KOKUMINnoKOE KOKUMINnoKOE
お見舞い「花うさぎ」殿 - お見舞いを申し上げます torakagenotes.blog91.fc2.com/blog-entry-622… #mpj
21時間前
»
http://twitter.com/
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dekahana2011 dekahana
がんばれ花うさぎさん。（yohkanさんのブログより）心よりご回復とブログの再開を過去の投稿読みながら祈って
おります。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/花うさぎの世界は腹黒い２ twitpic.com/7z2c7t
22時間前
»

yamato_mikoto yamatonomikoto
花うさぎ氏の快癒を祈願する!! dlvr.it/12H2wp
22時間前
»

KP_4242 朝ぼらけ
花うさぎさん、倒れたそうですね。
22時間前
»

jurgen_heurige jurgen
“がんばれ、花うさぎさん！：イザ！” htn.to/kBeBg1
22時間前
»

yendo0 ぃゑんどぅ ＼花王以外のものを買おう！／
@
@basubusu おはようございます。今は花うさぎさんの分まで、私たちにできることをするしかないですね。とりあ
えず、風邪はひかないよう気をつけます(^^ゞ
23時間前
»

9645days Shelly
頑張れ、花うさぎさん。なんとか意識が戻りますように。
23時間前
»

yohkan_y Yohkan
@
@suzumemedaka 今こそ全日本軍で、花うさぎさんの１日も早いご快癒をお祈りしましょう。RT 家族を送り出し
家事をほったらかしてPCの前に座りました。大掃除の予定なんですが、仕事が手につかない。
http://twitter.com/
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23時間前
»

JP_Quest Quest
「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。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。」 bit.ly/vcsiBR 日本に必要な方です。回復する事を心よ
りお祈りしております。
12月27日
»

TANNKA_jp 阿南龍子（あなんりゅうし）
頑張れ！花うさぎさん！ 花うさぎさんの「花うさぎの「世界は腹黒い」２」：イザ！ hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
twitpic.com/7yypl6 @twitpicさんから
12月27日
»

rokushosun 緑青
花うさぎさんが体調を崩されたそうだ｡ご快復を心からお祈り致します｡毎日､必読のブログです､再開を切望して
います｡#NHK
12月27日
»

three_sparrows ３羽の雀
脳梗塞か…。他人事ではないからなあ。 RT @CarelessRemark1: 花うさぎが倒れたらしい。今のところ、その事
に触れているのはそよ風だけ。〜そよ風:花うさぎさんのご快癒お祈り致します！ bit.ly/tKHrDD
12月27日
»

yohkan_y Yohkan
花うさぎさん、早く良くなってください。心よりご快癒をお祈りします。 twitpic.com/7yypl6
12月27日
»

blog_chirashi sakurara
そよ風さん：花うさぎさんのご快癒お祈り致します！blog.livedoor.jp/soyokaze2009/a…／さんごママさん：「花うさ
ぎ」さんの奇跡の生還を祈る3515.iza.ne.jp/blog/
12月27日
»

blog_chirashi sakurara
http://twitter.com/
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ブログ更新しました。私達の「声」が、「祈り」が、花うさぎさんに届きますように！！！ameblo.jp/sakurara-f/ent…
12月27日
»

ufc_pride_dream 某スキンヘッド
元産経新聞大内保治さんのライフワークだった、古本屋『気まぐれ書房』は、主が他界しても、回りの人が継承
する事になりそう、花うさぎさんには、元気に快癒してもらって、彼一代の仕事として、このブログを継続してほし
い、大内さんの分まで生きて！花うささん！！
12月27日
»

kokindenjyu 三日坊主
HP 花うさぎの「世界は腹黒い」２ の → geocities.jp/ryokuin_seidan… 一度は見ないと、大東亜戦争の後、
アジアからのメッセージ
12月27日
»

Nippon01 Nippon01
博士の独り言 お見舞い「花うさぎ」殿 dlvr.it/12FGBv #Nippon01
12月27日
»

wadainohouko 話題の宝庫
お見舞い「花うさぎ」殿 dlvr.it/12FG9H
12月27日
»

bluecatail ちゃとら
花うさぎさん、どうかどうか戻ってきてください！！！絶対に！！！！！
12月27日
»

jazzy_saxophone たかやん
花うさぎさんが、脳梗塞で倒れられて、意識が戻らないそうです。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/254… 無事に
快方に向われ、また元気にデモや街宣に来て頂き、ブログの更新をして下さる日を心よりお祈り申し上げます。
12月27日
»

kintaponte キンタ・ポンテ
花うさぎさんが…。
12月27日
»

kohyu1952 西村幸祐
http://twitter.com/
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実は某雑誌で新年早々ブロガー座談会の企画があって、私が司会で、花うさぎさんに参加をお願いしたばかり
です。先日ご快諾頂いたのに本当に残念で、悔しくてなりません。この想いをどこにぶつけたらいいんだ！
@sibaryo
12月27日
»

hekian 碧庵
ふと目が覚めたらとんでもないニュースが・・・花うさぎさんの1日も早い回復をお祈りしております 色々教えて頂
いたからな・・・元気になってほしい RT @ouka_channel: @saQra629 撮影仲間でした。
blog.livedoor.jp/soyokaze2009/a…
12月27日
»

kohyu1952 西村幸祐
@
驚きました。断腸の思いです。メッセージを見て電話しても繋がらず、ブログを覗いてご子息の書き込みを見て
絶句しました。何よりも回復を心から祈っています。涙が出てきました。RT:花うさぎ様が。。。。 @sibaryo
@yamagiwasumio
12月27日
»

littlefield1988 本名は秘密！！！
花うさぎさん。２３日にも近くにいたのに話しかけずに過ぎてしまった。去年の８月１５日に靖国会館前の喫煙者
用テントにいらっしゃった時に、西村幸祐先生に紹介していただき、３０分程、二人で話したことが記憶に残って
います。 どうか、回復しますように。まだまだ日本には必要な人だから。
12月27日
»

blog_chirashi sakurara
神様どうかお願いします！ まだ花うさぎさんを連れて行かないで下さい！ まだまだ花うさぎさんは私達にとっ
て大切な人です。花うさぎさんの事をご存知の方も、ご存知でない方も、花うさぎさんの回復をお祈り頂ければと
思います。どうぞ宜しくお願い致しますhanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/254…
12月27日
»

M_tusima ツシマ
@
@solilogue 花うさぎさんの件、心配ですね。私もあのブログは愛読しております。一日も早いご快復を…
12月27日
»

2525415mi mi
私も昨日Z旗のことについて学ばせていただいたばかりでした RT @solilogue り）yendo0毎日読んでいるブログ
「花うさぎの「世界は腹黒い」２」の花うさぎさんが、昨日脳梗塞で倒れ、意識が戻らないとのこと。心より回復を
祈念いたします。ttp://t.co/qfz2006O
12月27日
»
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Senrigan9 Senrigan
ほんとだコメント欄に息子さんからのメッセージが。。花うさぎさん早く良くなりますように！！！
12月27日
»

solilogue 桜の 日美子
り）kazuyan9: 花うさぎさんのご回復を心よりお祈り申し上げます。いつもデモや集会などで声をかけていただい
て、いつも気にかけてくださってくれました。どうか、早期にご回復になられますように・・
12月27日
»

solilogue 桜の 日美子
り）yendo0 毎日読んでいるブログ「花うさぎの「世界は腹黒い」２」の花うさぎさんが、昨日脳梗塞で倒れ、意識が
戻らないとのこと。心より回復を祈念いたします。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
12月27日
»

solilogue 桜の 日美子
り）、yamaneko336: ストップしてきたのですが、本日20:19にご子息の書き込みがあり、それによると花うさぎさん
は、昨日夕方脳梗塞で倒れ、都内の大学病院に搬送され、まだ意識は戻らないそうです。花うさぎさんのブ
12月27日
»

solilogue 桜の 日美子
り）yamaneko336: 皆様、愛国ブロガー花うさぎさん（花うさぎの『世界は腹黒い』２）を御存知でしょうか？我が国
の英霊の足跡や、保守派の活動を毎日ブログでレポートされてきた方です。そのブログ更新が昨日から
12月27日
»

yamaneko336 yamaneko
ログが私にとって、どれだけ勉強に役立ったことか。花うさぎさんが元気に回復されることを、祈りたいと思いま
す。
12月27日
»

yamaneko336 yamaneko
ストップしてきたのですが、本日20:19にご子息の書き込みがあり、それによると花うさぎさんは、昨日夕方脳梗
塞で倒れ、都内の大学病院に搬送され、まだ意識は戻らないそうです。花うさぎさんのブ
12月27日
»

yamaneko336 yamaneko
皆様、愛国ブロガー花うさぎさん（花うさぎの『世界は腹黒い』２）を御存知でしょうか？我が国の英霊の足跡や、
保守派の活動を毎日ブログでレポートされてきた方です。そのブログ更新が昨日から
http://twitter.com/
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12月27日
»

shou_sheaux shou
@
愕然として震えが治まらない…。花うさぎさんの御快復を心から祈っています。RT @yendo0 毎日読んでいるブ
ログ「花うさぎの「世界は腹黒い」２」の花うさぎさんが、昨日脳梗塞で倒れ、意識が戻らないとのこと。心より回
復を祈念いたします。 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
12月27日
»

cherry_society 青葉桜子
花うさぎさん、西田議員の講演会にも来ていらして、翌日ブログに内容をアップする仕事の速さと、内容の素晴
らしさ。返信も下さったのに。
12月27日
»

Aki_pumpkinbox Aki
デモで何度もお話した事があるので心配です... @yendo0 毎日読んでいるブログ「花うさぎの「世界は腹黒い」
２」の花うさぎさんが、昨日脳梗塞で倒れ、意識が戻らないとのこと。心より回復を祈念いたします。
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
12月26日
»

Hayashi910 m9(^Д^)
ああ・・私も心より回復なさることをお祈りします RT @yendo0: 毎日読んでいるブログ「花うさぎの「世界は腹黒
い」２」の花うさぎさんが、昨日脳梗塞で倒れ、意識が戻らないとのこと。心より回復を祈念いたします。
bit.ly/kbLCiw
12月26日
»

basubusu バス
え？マジですか？！すごく心配 RT @cherry_society: ええっ！！ @yendo0 毎日読んでいるブログ「花うさぎの
「世界は腹黒い」２」の花うさぎさんが、昨日脳梗塞で倒れ、意識が戻らないとのこと。心より回復を祈念いたしま
す。 bit.ly/kbLCiw
12月26日
»

kazuyan9 かずやん
花うさぎさんのご回復を心よりお祈り申し上げます。いつもデモや集会などで声をかけていただいて、いつも気
にかけてくださってくれました。どうか、早期にご回復になられますように・・
12月26日
»

cherry_society 青葉桜子
@
http://twitter.com/
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ええっ！！！！ @yendo0 毎日読んでいるブログ「花うさぎの「世界は腹黒い」２」の花うさぎさんが、昨日脳梗塞
で倒れ、意識が戻らないとのこと。心より回復を祈念いたします。 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
12月26日
»

yendo0 ぃゑんどぅ ＼花王以外のものを買おう！／
毎日読んでいるブログ「花うさぎの「世界は腹黒い」２」の花うさぎさんが、昨日脳梗塞で倒れ、意識が戻らないと
のこと。心より回復を祈念いたします。 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
12月26日
»

dekahana2011 dekahana
花うさぎさん、今日はブログの更新ないな、珍しいなって思っていたら、脳梗塞ですか。心よりご回復を御祈り致
します。更新もずっとまっています。
12月26日
»

CarelessRemark1 CarelessRemark
花うさぎが倒れたらしい。今のところ、その事に触れているのはそよ風だけ。行動する保守の面々は自分たちを
応援していた人に対して何か言うことないのか？ そよ風:花うさぎさんのご快癒お祈り致します！ bit.ly/tKHrDD
12月26日
»

ouka_channel 櫻花ちゃんねる
花うさぎさん、脳梗塞かよ… 現場での立ち話が好きでした。戦場カメラマンでした。一刻も早い回復を祈ります。
12月26日
»

sibaryo しばりょう
@
花うさぎ様が。。。。@kohyu1952 @yamagiwasumio
12月26日
»

maji2003 Ｉ（民主党解体）
花うさぎさんのご快癒お祈り致します！ bit.ly/kxrsHu 私もお気に入りのブログです。花うさぎの「世界は腹黒い」
２ bit.ly/kbLCiw
12月26日
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