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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 »

learning_web LifelongLearningWeb
[ブログ] / “花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます - 青山繁晴氏のファンサイト・淡交 ブログ Yahoo!ブログ” htn.to/mGCa7V
9分前
»

yamagiwasumio 山際澄夫
@
@basubusu ありがとうございます。花うさぎさんも喜んでいると思います。
1時間前
»

parkmount_close Lawrence Parkmount
花うさぎさん英霊の御元へ…Z旗の紳士かく戦えり 東アジア黙示録 dogma.at.webry.info/201112/article…
1時間前
»

basubusu バス
@
@yamagiwasumio 盟友を失った悲しみがこっちまで伝わってきてウルウルです。花うさぎさんや山際さん、活動
家の友人等々・・・本当に我欲は二の次で同胞・同盟を真っ先に思う心は尊くて圧倒されます。いつになったら自
立するのか分からない日本にはしたくないです。花うさぎさんの為にも
1時間前
»

yamagiwasumio 山際澄夫
【追悼 花うさぎさん】こんな写真知らないなあ。 撮影者のＳＨＩＮＮさんによれば平成２２年３月２１日、新宿駅西
口での街宣。 twitpic.com/80bb2d
1時間前
»

yamagiwasumio 山際澄夫
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【追悼 花うさぎさん】この写真もいいですね。右端の花うさぎさん元気そうだ。横田さん夫妻も参加した平成２３
年年６月５日の拉致被害者奪還デモ。これは東京駅の先の最終地点だと思う。 twitpic.com/80b5ap
1時間前
»

G_0 Gunnie Orange
えっ…花うさぎさんが…！ RT @yamagiwasumio: 【追悼 花うさぎさん】この写真は東京・日比谷公会堂の喫煙
所（平成２３年１月２９日）でのものです。私の右隣で煙草を手に考え込む姿勢なのが花うさぎさんです。
twitpic.com/80b1gi
1時間前
»

yamagiwasumio 山際澄夫
【追悼 花うさぎさん】この写真は東京・日比谷公会堂の喫煙所（平成２３年１月２９日）でのものです。私の右隣
で煙草を手に考え込む姿勢なのが花うさぎさんです。 twitpic.com/80b1gi
1時間前
»

rei2009ja Rei
花うさぎさんのご冥福をお祈りします nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-140…
2時間前
»

rieko111 rieko111
花うさぎさんの言葉から。日本よ 陽はまた昇る 祖国日本を防衛するために 陸 海 空に散華された方々に
私たちは誇りと 叡知を此の胸に抱き 凛として愛を 捧げる それがあって 初めて 日本の 新しい時代が始ま
る
2時間前
»

rieko111 rieko111
に参加をなさっていらっしゃる御様子でしたので赤の他人の私は何故か花うさぎさんのお身体が心配でたまりま
せんでした｡何か悔しくて悲しみがとまりませんこれからの日本を見届けたかったと思うのです:涙｡慎んでお悔や
み申し上げます｡しかし人間は何故死ぬのでしょうか……。
2時間前
»

rieko111 rieko111
花うさぎさんがお亡くなりになったと今日知りました｡私は昔は良く花うさぎさんのブログを拝見して勉強していま
した｡毎日更新しコメントを返してそして保守のデモ
http://twitter.com/
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2時間前
»

kyomoko1222 Momona
訃報、花うさぎさん・皆が愛したブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blogentry-449… ちょっと信じられません。つい先日までブログの更新をされていたのに。私もこちらのブログは大好
きで何度もこのブログの内容をネタにツイートさせていただきました。
2時間前
»

showrin しん
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
3時間前
»

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
3時間前
»

kohyu1952 西村幸祐
「東アジア黙示録」が哀惜の念を込めて、一人のブロガーの死を悼んでいます。RT:花うさぎさん英霊の御元
へ…Z旗の紳士かく戦えり 東アジア黙示録 goo.gl/wyQnn
3時間前
»

JPF315 JPF315
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449… フジがブータン国王を侮辱！日本の恥！
deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-450…
3時間前
»

j0003621 taro yamamichi
@
@yamagiwasumio 今年は東日本大震災から始まり、空き缶総理、ドジョウ総理と我が国の厄年だった様な気が
します。消費税増税が切欠になり、民主党が分裂・解体され、政界再編を経て、来年は良い年になってほしいで
す。イザの花うさぎさんのブログがもう読めないと思うと寂しいですね。
4時間前
»

yamagiwasumio 山際澄夫
@
@j0003621 花うさぎさんに、「もう解散総選挙、民主党解体のカウントダウンです」なんて、今から１年以上も前
に言っていたんですが・・。
4時間前
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»

haizin_com 廃人ちゃん
花うさぎさんがお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りします。 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
5時間前
»

murrhauser murrhauser
花うさぎさんが私たちに託したメッセージ。「去年盛り上がった若者や女性など素人による運動が、本年も一層
盛り上がってほしいです」8・２１以来、デモに参加するようになった私、しかと受け止めました。ありがとうござい
ました。haigai.exblog.jp/15186477/ 追悼・花うさぎ氏
6時間前
»

0117st 筒井茂隆
私は是非皆さんに日本人なら読んで欲しいものが有りますｗｅｂで花うさぎ『世界は腹黒い』を検索して是非診て
もらいたいと思ってます。日本を最も愛された方のブログが有ります。私もこの方のブログに魅せられて時々、と
ても及ぶも所では有りませんが、始めました、どうか一度目を通して頂きたい
6時間前
»

NorikoKoga 葉隠れ
dogma.at.webry.info/201112/article… 花うさぎさん英霊の御元へ・Z旗の紳士かく戦えり(東アジア黙示録)精力
的な現地取材で知られる憂国派プロガーの重鎮・花うさぎさんの死を伝える哀悼溢れる内容だ。冒頭のお写真
に、やっぱりこの方だったと。言葉は交わしていないが現場では常に一体感が。
6時間前
»

ktulu9 ktulu
花うさぎさんのご冥福をお祈りします nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-140…
7時間前
»

564830 ひっとまん♪
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@
あえて修正無しでＵＰです。是非とも保存を RT @Venusace 初めてお顔見ました。でも泣ける…(T_T) RT
@564830: ご冥福をお祈り申し上げます。 ７.１０ 吉祥寺デモにて 一服中の花うさぎ氏 bit.ly/vaA05Q
8時間前
»

nekohunnjatta 猫ふんじゃった
花うさぎさんのご冥福をお祈りします nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-140…
8時間前
»

solidarity55 Kohji Nara
RT @kohyu1952 @yamagiwasumio twitpic.com/7zq0v1 - 在りし日の花うさぎさん。山際さんありがとう。僕もＰ
Ｃの中を探せば、彼の写真が出てくるはずです。
8時間前
»

nekohunnjatta 猫ふんじゃった
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
8時間前
»

amotoyamatotake yamatotake
花うさぎさん英霊の御元へ…Z旗の紳士かく戦えり 東アジア黙示録
dogma.at.webry.info/201112/article…
8時間前
»

/ウェブリブログ

shige_sakagami 憂国
花うさぎさん、亡くならはったんですね。ご冥福をお祈りいたします。
9時間前
»

kikusui_ 菊水@神奈川県
花うさぎさん亡くなられたのか…
9時間前
»

hekian 碧庵
ブログに写真追加しました・・・前に撮影した動画データを見直していると何時も花うさぎさんが映っていました き
りがないので追加は此処までとします<(_ _)> RT @yamagiwasumio: 【追悼 花うさぎさん】この写真は東京・日
比谷公会堂の喫煙所（平成２３年１月２９日）
9時間前
»
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kazuyan9 かずやん
本日靖国に参ってご神門をみてこみ上げるものがあった。すごく悲しくなった。そこでふと思ったのは、大火にな
らなかったのは花うさぎさんが命を張ってくれたからじゃないかと。オカルトに興味はないが、ふとそんなことを感
じた。
10時間前
»

kaze_zerobase nagasaki shuichiro
花うさぎ氏と一度もお話したことはありませんが、至る所でよくお見かけしました。ご冥福をお祈り申し上げます。
10時間前
»

JPF315 JPF315
花うさぎさん英霊の御元へ…Z旗の紳士かく戦えり dogma.at.webry.info/201112/article…
11時間前
»

kooyuu127 パチ屋に重税を
RT @gakuyoh: 『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】 bit.ly/sSwCxq
11時間前
»

sankyuz 浜田国雄
Z旗が掲げられた自衛隊は皇国の ために命をかける麗しき皇軍だ！ 演習とはいえZ旗が掲げられた以上、も
はや自衛隊はその時々の政権党に振り回される哀れな組織やない。皇国のために命をかける、麗しき皇軍であ
る。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/ 花うさぎの「世界は腹黒い」２
11時間前
»

maittinghiroko ひろこ＠まみお
花うさぎさん御逝去 通夜、告別式 blog.livedoor.jp/soyokaze2009/a…
11時間前
»

gakuyoh パチンコ撲滅委員会
花うさぎ艦長の御無念を晴らす bshid.blog79.fc2.com/blog-entry-292…
11時間前
»

gakuyoh パチンコ撲滅委員会
『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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
11時間前
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»

KotohSeisyu 古東正舟
花うさぎ艦長の御無念を晴らす bshid.blog79.fc2.com/blog-entry-292…
11時間前
»

hayato012 hayato
花うさぎさんのご冥福をお祈りします やまと新聞 yamatopress.com/c/19/170/4640/ @addclipsさんから
11時間前
»

seritch 仮想敵国せりな
花うさぎさんこと、故・安仲徹男さん。生前は大変お世話になりました。本当に有難うございました。安らかにお
眠りください。合掌。 twitpic.com/7zn8ud @twitpicさんから
11時間前
»

haigaism 金友隆幸著『支那人の日本侵略』
[exblog] 追悼・花うさぎ氏 bit.ly/umFcy3
12時間前
»

usuzou ウス井 一人
花うさぎさんが亡くなられたとか。。。すばらしい人は、どうしてこうも早く逝ってしまうものなのか。。。
12時間前
»

KotohSeisyu 古東正舟
花うさぎ艦長の化神、Ｚ旗 bshid.blog79.fc2.com/blog-entry-291…
12時間前
»

hayate_1944 疾風 ★ＴＰＰ断固反対★
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】 - 正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/?no=4499 ブロ
グを通じ勉強させていただきました。御冥福をお祈り申し上げます。
12時間前
»

JAPAN1192 KEN（けん）
僕は、花うさぎ様のことを忘れません。ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ今までブログをUPしてくださりありがとうございました。ご冥福をお
祈りいたします。twitpic.com/7zq0v1
12時間前
»
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JAPAN1192 KEN（けん）
花うさぎ様がお亡くなりになられました。63歳とお若いのにどうして！残念でなりません。いつもデモに行った翌
日の花うさぎ様のブログを見るのが楽しみでした。しかし、今日あったことを翌日のブログの記事にする作業な
大変だったに違いありません。twitpic.com/7zq0v1
12時間前
»

gakuyoh パチンコ撲滅委員会
花うさぎさんの訃報に愕然。暖かいお人柄や誰よりも国を思う気持ち。悲しくてやりきれない。涙が止まらない。
いろいろなことを教えて頂き本当にありがとうございました。どうぞ安らかにお休みください。そして天国から愛す
る日本を見守ってください。 yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/255…
12時間前
»

azumame3 sum
中川昭一氏と言い､花うさぎさんと言い､国を思い憂い行動を起こして来られた方が急逝され､国を思う所か､足を
引っ張りまくり私欲で国益を損ねた人間がのうのうと健康そうに生きているのが､腹が立つの通り越して虚しい｡
12時間前
»

under_the_sun10 シャル
RT @yamagiwasumio: 【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。...
12時間前
»

madame_serpent マダムＩ
書いては消し、書いては消し、の繰り返しで言葉が見つからない。花うさぎさんのブログを毎朝チェックするのが
私の日課でした。今日もいつものクセでブログ見ました。日本の行く末を見守って下さい。心よりご冥福をお祈り
申し上げます。 pic.twitter.com/wROSqAFw
13時間前
»

01DRIVER キレネンコ
花うさぎさんが無くなった様だ。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/残念だ大切な愛国者が無くなった。最後のブログが自
身が何時も持ち歩いていたZ旗についての内容なのが意味深だ。
13時間前
»

ANA_1003 安倍川 昭太郎
残念です。故人のご冥福をお祈り致します。 RT @kyo50: 花うさぎさんは、頑張れ日本、在特会、そよ風、排害
社など、日本の国思う団体ならば分け隔てなく取り上げていた度量の広い真の国士である、心から御冥福をお
祈り申し上げます。
13時間前
»
http://twitter.com/
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nondakuregg のんだくれ@愛國バカ
御冥福を御祈り申し上げます。 RT @hana_dokei: 花うさぎさん英霊の御元へ…Z旗の紳士かく戦えり 東アジア
黙示録 /ウェブリブログ dogma.at.webry.info/201112/article…
13時間前
»

BluesRyder28 ２Wッチ
合掌！ RT @kazuyan9: 靖国神社参拝なう。花うさぎさんの事もあわせてお祈りいたして来ました。遊就館、休
館中ですからご注意を
13時間前
»

kazuyan9 かずやん
靖国神社参拝なう。花うさぎさんの事もあわせてお祈りいたして来ました。遊就館、休館中ですからご注意を
13時間前
»

hana_dokei 愛国女性のつどい花時計
花うさぎさん英霊の御元へ…Z旗の紳士かく戦えり 東アジア黙示録
dogma.at.webry.info/201112/article…
13時間前
»

/ウェブリブログ

kyo50 カンケン
花うさぎさんは、頑張れ日本、在特会、そよ風、排害社など、日本の国思う団体ならば分け隔てなく取り上げて
いた度量の広い真の国士である、心から御冥福をお祈り申し上げます。
14時間前
»

yohkan_y Yohkan
@
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@kippyvivi 花うさぎさんは、毎朝、内容の充実したブログを更新されていましたね。淋しいです。涙うるうるで
す。RT お会いした事もメル交換もした事はありませんが、訃報に涙が止りません。
14時間前
»

sweetpinecandy 飴
嘘・・・・花うさぎさんが・・・ご冥福をお祈りいたします
14時間前
»

kyo50 カンケン
@
@yamagiwasumio 山際様がチャンネル桜のレギュラーだった時にコラムコーナーで花うさぎさんのブログを紹
介されたのがきっかけでした、余りに突然の事で凄くショックです。
14時間前
»

ellibertado シモン・ボリバルEl Libertado
花うさぎさんが死んだなんて信じられない。一度だけお会いしただけだが実に残念だ。ご冥福をお祈りします。
14時間前
»

kantahbile かえんじゅ
花うさぎさん残念でなりません ご冥福をお祈りいたします
14時間前
»

sweets_love2010 sweets_love2010
【追悼 花うさぎさん】日の丸デモに花うさぎさんの姿有り。で、花うさぎさんが日本人全員に見てほしかった映画
が『凛として愛』（youtube.com/watch?v=Hpz5rF…） twitpic.com/7zq0v1#.TvvPV-… @twitpicさんから
14時間前
»

KOKUMINnoKOE KOKUMINnoKOE
花うさぎさん英霊の御元へ…Z旗の紳士かく戦えり dogma.at.webry.info/201112/article… 精力的な現地取材で
知られる憂国派ブロガーの重鎮・花うさぎさんが12月27日、永眠されました。心よりご冥福をお祈り申し上げま
す。 #mpj
14時間前
»

KOKUMINnoKOE KOKUMINnoKOE
花うさぎさんのご冥福をお祈りします nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-140… #mpj
14時間前
»
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matuhusky 松宮 加奈
ブロガーの花うさぎさんが亡くなられたそうで凄く悲しいです｡なぜ惜しい人ばかりが早く逝かれるのか。勉強不
足の私にも分かりやすく一方に片寄らずでも鋭いお話は毎日楽しみでした。ご冥福をお祈りいたします。
15時間前
»

bushidoh 武士道
花うさぎさん英霊の御元へ…Z旗の紳士かく戦えり dlvr.it/12bfWB
15時間前
»

kyouikutyokugo blueribbon
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
15時間前
»

liyon3722 リヨンリヨン
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
15時間前
»

55margo Margo
花うさぎさんがお亡くなりになったと聞いて驚く。心よりご冥福をお祈りします。
15時間前
»

tera1202 テラテラ
@
え？お亡くなりに。。。ご冥福をお祈りいたします。 RT @bushidoh 花うさぎさんの告別式 dlvr.it/12bVjq
15時間前
»

Doronpa01 桜井誠
カメラマンの佐藤さんに続き花うさぎさんも旅立たれました。現在の我が国の危機的状況を鑑みれば、お二人と
もさぞかし心残りの多い旅立ちだったでしょう。自分があちらに行った時に胸を張って日本のために戦ってきたと
言えるように、彼らの思いも一緒にこれからの活動を続けていこうと思います。
15時間前
»
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bushidoh 武士道
花うさぎさんの告別式 dlvr.it/12bVjq
15時間前
»

nixtupon 仲原和孝
@
@kohyu1952 @yamagiwasumio 本当に残念でなりません。花うさぎさんの遺志を受け継ぎ頑張りましょう。
16時間前
»

nihongasuki38 ととりん
花うさぎさん御逝去 通夜、告別式 blog.livedoor.jp/soyokaze2009/a…
16時間前
»

mizuirotarou 水色太郎
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
16時間前
»

seritch 仮想敵国せりな
この動画はお薦めです -- 上映会の時の「花うさぎさん」 youtube.com/watch?v=GA_Gfr… @youtubeさんから
16時間前
»

seritch 仮想敵国せりな
花うさぎさんのご冥福をお祈りします nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-140…
16時間前
»

Mikurin7 千本桜/日本大好き
回復をお祈りしていたのに（黙祷） RT @sito_rin: 花うさぎさんと、偶然に少しだけでも、会話出来た事が奇跡の
ようです。
16時間前
»
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kaihokuto 坂本 真
保守系のブログで拝見させて頂いてました。心からお悔やみ申し上げます。RT @shinn1968: 花うさぎさんがお
亡くなりになりました…。心よりご冥福をお祈り申し上げます。／【花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。】
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
16時間前
»

rimrom789 rimrom789
花うさぎ氏御逝去に際し心よりお悔やみ申し上げます。日本の為に健筆を揮って頂けないのが真に残念です、
まだ６３歳だったとか。生前のお姿を拝見しました。 時に舌鋒鋭く持論を展開されてましたが繊細で穏やかな印
象。@toypudad
16時間前
»

hide_luxe ひでらっくす＠吟遊呑助
花うさぎさんこと安仲徹男さん、生前に一度講演に来ていただいたことが。使命感に溢れる人だった。合掌（-人）
16時間前
»

rimrom789 rimrom789
花うさぎ氏御逝去に際し心よりお悔やみ申し上げます。日本の為に健筆を揮って頂けないのが真に残念です、
まだ６３歳だったとか。生前のお姿を拝見しました。 時に舌鋒鋭く持論を展開されてましたが繊細で穏やかな印
象。@migiyorisisouka
16時間前
»

rimrom789 rimrom789
花うさぎ氏御逝去に際し心よりお悔やみ申し上げます。日本の為に健筆を揮って頂けないのが真に残念です、
まだ６３歳だったとか。生前のお姿を拝見しました。時に舌鋒鋭く持論を展開されてましたが繊細で穏やかな印
象。@xaviefuture
16時間前
»

shibaracu 志葉楽
【追悼 花うさぎさん】花うさぎさんが大好きな映画『凛として愛』、ナレーターが「かつて日本軍に援軍はこなかっ
た。ならば今からでも援軍を送る。日本を変える援軍を送る」と絶叫してます。花うさぎさんあなたこそ援軍でした
よ。 bit.ly/rYJICh
17時間前
»

ha_rua_ri ﾊﾙｱﾘ
花うさぎ殿のご冥福をお祈りします torakagenotes.blog91.fc2.com/blog-entry-628… 博士の独り言
17時間前
»
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CarelessRemark1 CarelessRemark
『嘘やデマや武力が〜』なんてほざく前に、まず、自分の間違い（たとえばこれつbit.ly/vblTbI）を素直に認めると
ころから始めるべきだよねｗ 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 bit.ly/uI7d0Y
17時間前
»

aass51 as
日本が普通の国になるように。 【花うさぎの「世界は腹黒い」】hanausagi.iza.ne.jp/blog/ 【花うさぎの「世界は腹黒
い」２】hanausagi2.iza.ne.jp/blog/ 花うさぎさんのブログ…
17時間前
»

shinn1968 岩田真
【追悼 花うさぎさん】UPありがとうございました。スピーチが聞けます。／この動画はお薦めです -- 上映会の時
の「花うさぎさん」 youtube.com/watch?v=GA_Gfr… @youtubeさんから
17時間前
»

heathhigher Hiroshi Hayakawa
今日になって知りました。ブロガー 花うさぎさんのご冥福をお祈り申し上げます。
17時間前
»

er34shige3 しげちゃん
お会いするといつも笑顔でおられたので信じられません。ご冥福をお祈りいたします。 RT @yamagiwasumio:
私の畏友だった『花うさぎ』さん（保守系ブログ主）が急逝されました。民主党政権を「反日軍」と呼んでこれを倒
すのが大きな夢… bit.ly/tZygDf
17時間前
»

shimadafujio_fi 嶋田不二雄（行政書士）
花うさぎさんのご冥福をお祈りします nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-140…
17時間前
»

kohyu1952 西村幸祐
@
@yamagiwasumio twitpic.com/7zq0v1 - 在りし日の花うさぎさん。山際さんありがとう。僕もＰＣの中を探せば、
彼の写真が出てくるはずです。
17時間前
»

keiko0753 みいちゃん
「花うさぎさんの世界は腹黒い」 hanausagi.iza.ne.jp/blog/ hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
http://twitter.com/
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17時間前
»

WJFProject WondrousJapanForever
保守の人間なら一度はZ旗の掲げられたそのブログを訪れたことがあると思います。「花うさぎの世界は腹黒
い」という大変充実した内容のブログを運営されていた花うさぎさんがお亡くなりになったそうです。ご冥福をお
祈り申し上げます。
17時間前
»

shirokurokarasu しろくろからす
花うさぎさんがお亡くなりになられました。毎朝、楽しみにしていたブログでした。私がツイッターを始めたのも、
花うさぎさんを見習って、なにか日本のためになることを、ささやかながら発信したいと思ったから。心よりご冥福
をお祈りいたします。私たちが花うさぎさんの分まで頑張りましょう！
17時間前
»

mattakyo mattakeの嫁
本当に残念。今後、私たちがするべきことは、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。花うさぎさんも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。
17時間前
»

mattakyo mattakeの嫁
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分にご逝去された花うさぎさんに
ついて、チャンネル桜で西村幸祐さんたちがコメントされています。 youtube.com/watch?v=a_JpUv… 花うさぎさ
んについては１５：３０〜
17時間前
»

basubusu バス
何回もブログを読み返してますが、日本人として当たり前の事を読み易く書いて下さり、もっとご活躍、もっと
色々教えて頂きたかった方がお亡くなりになった事が悲しくて仕方ない。このブログは永遠の教科書として持っ
ていたい☆花うさぎの世界は腹黒い２：bit.ly/kbLCiw
18時間前
»

yamato_rss やまと新聞 最新記事
花うさぎさんのご冥福をお祈りします goo.gl/ZHkes
18時間前
»

under_the_sun10 シャル
RT @hekian: I liked a @YouTube video youtu.be/GA_GfrW1l3k?a 上映会の時の「花うさぎさん」
18時間前
»
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hekian 碧庵
I liked a @YouTube video youtu.be/GA_GfrW1l3k?a 上映会の時の「花うさぎさん」
18時間前
»

shou_sheaux shou
まだ逝去を信じたくない思いですが…、前を見ねばならない。今からでも、多くの人に花うさぎさんのブログを訪
れ、記事を読んで欲しいです。 RT @nezukiti: ねずきちブログの今日の記事は「花うさぎさんのご冥福をお祈り
します 」です。 fc2.in/w3Dloq
18時間前
»

tadokorokundesu 村田優
花うさぎさんがお亡くなりに･･････。ご冥福をお祈り致します。
18時間前
»

indicatives Taka
花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
18時間前
»

twittesua pino
@
@kyo50 知人が花うさぎさんブログの大ファンで、会うたびに必ず「○○のところ読んみて」と記事を勧められてい
ました。 初心者の方にも安心してご紹介させて頂けるブログでした。突然のことで本当にショックです。 ご家族を
想うと言葉がありません..
18時間前
»

Hatuyo3 ありさわ
花うさぎさん、悲しいです。
18時間前
»

mattakyo mattakeの嫁
@
@akipicyan こんにちは♪【世界は腹黒い】の花うさぎさんの悲しい知らせを耳にし、驚いています(;_;)
19時間前
»

hottrends_jp hot trends
2011/12/29 10時 17位:花うさぎ (2↑)
19時間前
http://twitter.com/
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»

madame_serpent マダムＩ
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
19時間前
»

mattakyo mattakeの嫁
【訃報】多くの方が愛したブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】の花うさぎさんが…。→【正しい歴史認識、国益
重視の外交、核武装の実現】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449… 日本に大切な人が、日本国民
に必要な人がいなくなってしまった。ご冥福、ただただ祈ります。
19時間前
»

Pacific2000 Osamu Ara
愛国保守の「花うさぎさん」が12月27日18時17分にお亡くなりになられたとのこと、ブログ「世界は腹黒い」を通し
て種々と学ばせて頂きました。本当に有難うございました、心からご冥福をお祈りいたします。m(_ _)m
19時間前
»

basubusu バス
@yamagiwasumio おはようございます。盟友を亡くされ本当にお力落としと思いますが、山際さんどうか元気を
出して下さいね。私達も微力ながら全力で花うさぎさんのご意思が継げるよう、山際さんの後押しが出来る様努
力致します。
19時間前
»

samurai_news ばかさよ
花うさぎさんのご冥福をお祈りします bit.ly/uvQ5Tw
19時間前
»

maji2003 Ｉ（民主党解体）
花うさぎさんのご冥福をお祈りします bit.ly/rVrU4H 昨日偶然この動画を見てたら、これもまた偶然山際さんの
ツイートを発見し、山際さんにリツイートしました。bit.ly/u9g2Ny
19時間前
»

6jokilistener ドリームウィーバー
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
19時間前
»
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shirahae 白南風
「凛として愛」上映会の時の「花うさぎさん」 youtube.com/watch?v=GA_Gfr… @youtubeさんから 花うさぎさ
ん・・・ありがとうございました。 ゆっくり休んでください。
19時間前
»

yendo0 ぃゑんどぅ ＼花王以外のものを買おう！／
花うさぎさんのご冥福をお祈りします nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-140…
19時間前
»

maji2003 Ｉ（民主党解体）
RT@mirandakero: 保守系のデモで何度かお見かけしてお話したことは無かったですが素敵なおじ様だなと思
っていたこの方が花うさぎさんでしたか。ご冥福をお祈りします@yamagiwasumio: 花うさぎさんあなたこそ援軍
でしたよ。bit.ly/vDavxs
19時間前
»

mirandakero みらんだけろ
保守系のデモで何度かお見かけして、お話したことは無かったですが、素敵なおじ様だなと思っていたこの方が
花うさぎさんでしたか。ご冥福をお祈りします。 RT @yamagiwasumio: 花うさぎさんあなたこそ援軍でしたよ。
bit.ly/vDavxs
19時間前
»

shikishima2671 しきしま
花うさぎ様のご冥福を心よりお祈り申し上げますhirihoukenten.iza.ne.jp/blog/entry/255…
19時間前
»

nayami_masuko 納谷見鱒子(なやみますこ)
花うさぎの行方を知っているのはアタシだけ。
19時間前
»

chobin_f ちょびん
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
19時間前
»

KOKUMINnoKOE KOKUMINnoKOE
花うさぎ殿のご冥福をお祈りします torakagenotes.blog91.fc2.com/blog-entry-628… 現実と受け止めざるを得ま
せん。国思う活動のこれからの上で、花うさぎ殿の分も、との心で臨みたく思います。 #mpj
20時間前
»
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npyhss npyhss
花うさぎさんのご冥福をお祈りします ow.ly/1CRxEg #ot_blog
20時間前
»

hottrends_jp hot trends
2011/12/29 09時 17位:花うさぎ (2↑)
20時間前
»

yamanashii 山梨
花うさぎ氏のご冥福をお祈りします。ブログは支持しなかったけど亡くなるには早すぎる。
20時間前
»

jurgen_heurige jurgen
花うさぎさん、これまでいろいろなことを教えて頂き本当にありがとうございました。ご活躍は決して忘れませ
ん。 / “花うさぎさんのご冥福をお祈りします：イザ！” htn.to/DYdyHE
20時間前
»

basubusu バス
@
@yoc31 おはようございます。寒いですね〜。そうそう、明後日伺えないので明晩伺おうかと思いますが全然面
識ないけどファンだったって事で伺ってもいいですよね？花うさぎさん、新橋にいらっしゃいましたか？山際さん
のツイートの中の画像を見て、あの素敵な紳士に見覚えがあり・・違うかな？
20時間前
»

nezukiti ねずきち
ねずきちブログの今日の記事は「花うさぎさんのご冥福をお祈りします 」です。 fc2.in/w3Dloq
20時間前
»

jurgen_heurige jurgen
花うさぎさん、あなたが心の底から愛してやまなかった日本を守る為に、私達はその意思を継いで今後とも、祖
国日本を守る為に戦います。どうか心安らかにお眠り下さい。 合掌 / “せと弘幸ＢＬＯＧ『日本よ何処へ』:訃報・
同志への最後の言葉” htn.to/raTSSk
20時間前
»

miyu5939 ちびた
え？！ RT @yohkan_y: 花うさぎさんの訃報に愕然とした。悲しみで呆然とするばかりだ。心からご冥福を祈りま
す。 twitpic.com/7zstah
http://twitter.com/
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20時間前
»

chronos_web chronos
花うさぎ氏がお亡くなりになったのですか。突然の訃報に驚きを隠せません。大変に惜しい方を無くしたという喪
失感でいっぱいです。ご冥福をお祈り致します。
20時間前
»

amotoyamatotake yamatotake
【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。 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。iseisya.jp
20時間前
»

shikishima2671 しきしま
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
20時間前
»

amotoyamatotake yamatotake
【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。 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。kouenji.comwellceremony.co.jp
20時間前
»

amotoyamatotake yamatotake
皇国ノ興廃、此ノ一戦ニアリ amotoyamatotake.blog.fc2.com/blog-entry-120… 「Z旗が掲げられた自衛隊は皇国
のために命をかける麗しき皇軍だ！」の記事を最後に花うさぎの「世界は腹黒い」さんが１２月２７日にお亡くなり
になった。死んで尚護国の鬼になられんことをお祈りいたします。
20時間前
»

hottrends_jp hot trends
2011/12/29 08時 17位:花うさぎ (2↑)
21時間前
»
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sorafune55 ねこパンチ５５
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
21時間前
»

d_ceres ceres
@
私も、です(;o;) QT @Z__1000: @d_ceres セレスさんおはようございます。花うさぎさんの悲報はちょっとショック
でした…
21時間前
»

Z__1000 Y.Taka
@
@d_ceres セレスさんおはようございます。花うさぎさんの悲報はちょっとショックでした…
21時間前
»

d_ceres ceres
@
たかさん、おはようございます！残念です。いつも読んでました。合掌。 QT @Z__1000: 御冥福を御祈り致しま
す。m(_ _)mRT“@Nippon01: 博士の独り言 花うさぎ殿のご冥福をお祈りします dlvr.it/12Z02t #Nippon01”
21時間前
»

amotoyamatotake yamatotake
【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。kouenji.comwellceremony.co.jp
21時間前
»

huhou 訃報
(@AnalogKitchen_2)RT @pa2ponfish_BMR: 菊川代表より、ブログ「花うさぎの世界は腹黒い」
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…主宰、花うさぎ様の訃報を頂戴する。…心よりご冥福をお祈り致します。先
輩共相談の上、大晦日の有明でのポーヤ...
21時間前
»

Z__1000 Y.Taka
御冥福を御祈り致します。m(_ _)mRT“@Nippon01: 博士の独り言 花うさぎ殿のご冥福をお祈りします
dlvr.it/12Z02t #Nippon01”
21時間前
»
http://twitter.com/

2011/12/30

Twitter / 検索 - 花うさぎ - 全ツイート

Page 22 of 46

ookuboxxx 大久保王一
訃報・同志への最後の言葉: 訃報・同志への最後の言葉 花うさぎの「世界は腹黒い」２のブロガーでもあったＹ
氏が12月27日18時17分逝去されたことを知りました。私は参院選挙に維新政党新風から出馬を表明する頃か
ら、ご本人から... bit.ly/uKJzQe
21時間前
»

Nippon01 Nippon01
博士の独り言 花うさぎ殿のご冥福をお祈りします dlvr.it/12Z02t #Nippon01
21時間前
»

wadainohouko 話題の宝庫
花うさぎ殿のご冥福をお祈りします dlvr.it/12Z01p
21時間前
»

NorikoKoga 葉隠れ
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/ 花うさぎ氏の息子様。父花うさぎは病気療養中のところ治療の甲斐なく12月27日18時
17分逝去いたしました。生きがいのある充実した日々だったと息子氏。鮮明な写真数枚に「ニュース調ここまで」
という文面と独自のコメントに日本への祈りが溢れていた
21時間前
»

maji2003 Ｉ（民主党解体）
RT @yamagiwasumio: 【追悼 花うさぎさん】 ロス在住の方がつくったイラスト、三笠艦橋に仁王立ちの花うさぎ
さん！ 「皇国の興廃此の一戦に在り、各員一層奮励努力せよ」 戸の声が聞こえてくるようです。 bit.ly/vU2qbh
22時間前
»

hottrends_jp hot trends
2011/12/29 07時 19位:花うさぎ (5↑)
22時間前
»

goro56neko おっちゃん
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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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
22時間前
»

ysuzk 日本大好き
先ほど、花うさぎさんが亡くなられたと知りました RT @yayagx90: Ｚ旗と旭日旗を並べると美しさが増すね RT
@KOKUMINnoKOE: イージス艦「ちょうかい」にひるがえったＺ旗 bit.ly/srdCC0 #seiji #jieitai #mpj
23時間前
»

shungura こみどこ
花うさぎさんが……ご冥福をお祈りします
23時間前
»

bluesduster bluesduster
@
毎朝、仕事に行く前に記事をチェックする毎日が無くなってしないました。有難う花うさぎさん。
@yamagiwasumio 【追悼 花うさぎさん】「かつて日本軍に援軍はこなかった。ならば今からでも援軍を送る。日
本を変える援軍を送る」と絶叫してます。花うさぎさんあなたこそ援軍でしたよ。
12月29日
»

ysuzk 日本大好き
ご冥福をお祈り致します。惜しい方を亡くしました。 RT @yamagiwasumio: 私の畏友だった『花うさぎ』さん（保
守系ブログ主）が急逝されました。民主党政権を「反日軍」と呼んでこれを倒すのが大きな夢でしたが
ow.ly/8corY
12月29日
»

HigeGentle 髭紳士
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry449… @feedlyさんから
12月29日
»

HigeGentle 髭紳士
花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。：イザ！ hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
12月29日
»
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»

MR_DIECOCK テキサス親父日本事務局
【テキサス親父日本事務局】人気ブロガーの花うさぎさんのご冥福をお祈り致します 2011/12/28 staff.texasdaddy.com/?eid=230 #jugem_blog
12月29日
»
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kippyvivi ベーカー
信じられない。。。合掌＠花うさぎさんのご冥福をお祈り申し上げます：追憶の夜：So-netブログ late-in-theevening.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28
12月29日
»

shou_sheaux shou
花うさぎさんの逝去が悲しくてならない。未だに信じ難い気持ちで、それでも、あちらこちらで追悼の言葉や記事
を見て、現実と知るにつけ、言葉にしきれない思いが溢れてくる。悲しい。花うさぎさん、今までありがとう。お疲
れ様でした。
12月29日
»

matanne またんね
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月29日
»
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matanne またんね
【追悼 花うさぎさん】日の丸デモに花うさぎさんの姿有り。で、花うさぎさんが日本人全員に見てほしかった映画
が『凛として愛』（youtube.com/watch?v=Hpz5rF…） twitpic.com/7zq0v1
12月29日
»

matanne またんね
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 youtube.com/watch?v=cVoXn2…
12月29日
»

e_maman 日本が好き
12月27日花うさぎさんが亡くなった。悲しい・・bit.ly/tZygDf花うさぎさんが最後に伝えたブログ。正論2月号「不肖
宮嶋」 が世紀の大スクープ写真「Ｚ旗」bit.ly/vcsiBR
12月29日
»
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»

kyo50 カンケン
まだまだ日本の為に頑張って貰わねば為らなかった花うさぎさんの様な方に限って、神は連れて行ってしまう、
誠にこの世は理不尽なり。
12月29日
»

yohkan_y Yohkan
@
@lvjapn 花うさぎさんは立派な国士でした。こんなに早く旅立たれるなんて、残念でなりません。RT 私もさきほ
どブログ確認して力が抜けました…。
12月29日
»

hottrends_jp hot trends
2011/12/29 02時 11位:花うさぎ (3↑)
12月29日
»

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
12月29日
»

kyo50 カンケン
@
@twittesua 僕はブロガーさんのコメント欄はあまり見ないので花うさぎさんが倒れられた事も知りませんでした、
御子息の代筆をよんでショックでした、合掌
12月29日
»

aniotahosyu アニオタ保守本流（古谷経衡）
花うさぎさんのブログに、私が初めて取り上げていただいたのは2010年10月2日の尖閣デモのときだったと記憶
しております。そのときはまるで新聞か雑誌に掲載されたように、嬉しかったなぁ･･･。フジデモのあと、ドトールで
西村幸祐氏と一緒にサンドイッチ食べたっけ。偉大なるブロガーに合掌涙
12月29日
»

aniotahosyu アニオタ保守本流（古谷経衡）
偉大なるブロガーのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 RT @TAMAGAWABOAT 花うさぎさんこと、安仲徹
男さんが逝去されました。通夜および告別式をご案内いたします。通夜30日（金）18時から〜、告別式31日（土）
11時から。場所：コムウェルホール高円寺
12月29日
»
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kamihirosan かみひろ
旬なキーワード『花うさぎ』についての動画検索が完了しました。 bit.ly/sEkIzJ
12月29日
»

jpokyan 如月りか
花うさぎさん･･･ (涙)
12月29日
»

ktulu9 ktulu
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
12月29日
»

kanjimansai あんず
@
@KOKUMINnoKOE 花うさぎさん、本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈りします。
12月29日
»

kohyu1952 西村幸祐
本日、お昼に収録、午後８時から放送された討論番組。冒頭で27日に逝去したブロガー、花うさぎさんの事につ
いて触れました。 RT:年末スペシャル・キャスター討論[桜H23/12/28] youtube.com/watch?v=a_JpUv…
12月29日
»
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12月29日
»

Aki_pumpkinbox Aki
多摩川さん、花うさぎさんの話題、東日本大震災発生時刻2:46、靖国神社に眠る神霊246万と一致 etc...興味深
い内容です【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] youtube.com/watch?v=a_JpUv…
12月29日
»

14hk9 kz
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。信じられない…hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
12月29日
»

yohkan_y Yohkan
花うさぎさんの訃報に愕然とした。悲しみで呆然とするばかりだ。心からご冥福を祈ります。 twitpic.com/7zstah
12月29日
»

lvjapn 青鵐
花うさぎさん…其方の世界から日本を見守って下さい。何でこんな…
12月29日
»

zerofighter_3 zerofighter_3
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449… ご冥福をお祈りします
12月29日
»

lvjapn 青鵐
うわぁーーー嘘でしょ…花うさぎさん逝去されるなんて。貴方の様な日本を心から愛する方が今こそ必要なの
に…っ！！ …御冥福をお祈りしたいけれど…信じたくない…っ嫌だーー！！
12月29日
»

natiful_yellow ぬいぬい
えっ。花うさぎさん亡くなられたのか・・・。お逢いしたこともネット上でのやりとりもなく、私が勝手に一方的にブロ
グを読ませて頂いていただけですが、心よりご冥福をお祈り致します。
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12月29日
»

jpokyan 如月りか
RT @kunaikyo: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･皆が愛したﾌﾞﾛｸﾞ【花うさぎ
の｢世界は腹黒い｣２】 bit.ly/sfVi2J
12月29日
»

ikkyujapan 蛮力魔王Ｊｒ
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
12月29日
»

kunaikyo 宮内卿
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
12月29日
»

hottrends_jp hot trends
2011/12/29 01時 14位:花うさぎ (16↑)
12月29日
»

KOKUMINnoKOE KOKUMINnoKOE
花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。 - 花うさぎブログ及び日々の活動でお世話になったすべての皆様へ。
bit.ly/vA3gcz 今まで本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 #mpj
12月29日
»

pose2011 ぽせいどん Poseidon
花うさぎさん…ブログ拝見してました、丁寧に応対するコメント欄も含めて大好きでした。突然すぎて言葉もあり
ません。ご冥福をお祈りいたします。
12月29日
»

songokou1977 そんごくう1977
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愛国保守ブロガーの花うさぎさん、ツイッターのリンク経由でよく拝見させて頂きました。ご冥福をお祈りいたしま
す。
12月29日
»

j0003621 taro yamamichi
@
@photon2039v2 心からご冥福をお祈り致します。 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・ブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】を皆が愛した deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry449…
12月29日
»

kunaikyo 宮内卿
花うさぎさん……＞＜、 花うさぎさんのご冥福を心からお祈り申し上げます。 ariesgirl.exblog.jp/17479562/
12月29日
»

shimesaba_hikar 〆鯖ひかる
花うさぎさんのご冥福をお祈り申し上げます。ありがとうございました。でも、花うさぎさん、まだゆっくりは出来ま
せんよ。これからも、ずーっと一緒によろしくお願いいたしますね。
12月29日
»

sus404 湿気田煎餅
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
12月29日
»

Jeanne_otsuru ジャンヌ おつる
有名な愛国保守ブロガー、私も愛読していたブログ「花うさぎの世界は腹黒い」の花うさぎさんが倒れられお亡く
なりになりました。Z旗を掲げられチーム関西や頑張れ日本関西デモの事もよくとりあげて下さいました。心から
今までの感謝とご冥福をお祈りします。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
12月29日
»

mitsusan2010 TPP反対！打倒民主党！
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】 deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
12月29日
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»

cmljp99 TSUBAKI
花うさぎさんがご逝去されたと…とても勉強させていただきました。ありがとうございました。
12月29日
»

twinkle81k 葉っぱもなか
花うさぎさんの最後のblogとなった｢せかいは腹黒い｣から海上自衛隊の護衛艦に掲げられたＺ旗についての記
述です hanausagi2.iza.ne.jp/m/blog/entry/2… 花うさぎさんのblogは私にも深い影響を与えました ご冥福をお祈
りいたします
12月29日
»

mats5252 上谷 誠＠キャリアコンサルタント
「花うさぎの「世界は腹黒い」２」の執筆者である花うさぎ氏が、脳梗塞で倒れ、昨日急逝されたとのこと。
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/ 謹んで哀悼の意を。
12月29日
»

chocolin179 Chocolin
この政権のせいで不愉快な毎日を送っていたけど、そんな中、今日花うさぎさんが亡くなられた悲しさから本当
に落ち込んでしまう。心から国を思い、価値ある情報を伝え教え考えさせてくれた。深く感謝します。
12月29日
»

tonnura0 とんぬら
保守系ブロガーの花うさぎさんが亡くなった。実はよく知らないんだけど、著名人が続々とコメントしているのを見
ると、すげぇ人なんだろうなあと思う。それだけに、非常に残念だ。ご冥福をお祈りいたします。
12月28日
»

likecoffee 珈琲好き
え？ やっぱ、IZAの「花うさぎ」さん、亡くなられたのか。｜ 花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。：イザ！ goo.gl/C0br8
12月28日
»

kintaponte キンタ・ポンテ
@
脳梗塞で緊急入院されていました。花うさぎさん、最後のエントリーのコメントにご子息の報告があります。 QT
@aikokusin: 花うさぎさんが亡くなられたという呟きをフォロワーがしてたので、何故亡くなられたのですか？病
気ですか？と質問しても無視。教えてくれないなら拡散するなよ！
12月28日
»

http://twitter.com/

2011/12/30

Twitter / 検索 - 花うさぎ - 全ツイート

Page 33 of 46

fuben_sai 竜砕軒不便斎
花うさぎさんが亡くなられ… - Yahoo!ﾌﾞﾛｸﾞ yahoo.jp/VnIWR2
12月28日
»

Hiryu_Nico 喜多川武人
花うさぎさんのご冥福をお祈りします。
12月28日
»

mayermayer 鈴木正道
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
12月28日
»

pigzhina 支那豚の楽園
今でも信じられません。悲しみと悔しさで一杯です。ここ数年、花うさぎさんのブログを通して色々学ぶことができ
ました。花うさぎさんと面識はありませんが、私にとって師匠のような存在です。ありがとうございました。天国で
ゆっくりお休みなさい、長い間お疲れ様でした。
12月28日
»

twittesua pino
花うさぎさん、ご冥福をお祈り申し上げます。 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
12月28日
»

pa2ponfish_BMR ぱっぽん魚_BMR
菊川代表より、ブログ「花うさぎの世界は腹黒い」hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…主宰、花うさぎ様の訃報
を頂戴する。…心よりご冥福をお祈り致します。先輩共相談の上、大晦日の有明でのポーヤ業を今年は免除し
て頂いた。もし密葬でないのなら、斎場に御花代だけ捧げに行こうと思う。
12月28日
»

twittesua pino
RT @Venusace 初めてお顔見ました。でも泣ける…(T_T) RT @564830 ご冥福をお祈り申し上げます。花うさぎ
の「世界は腹黒い」２ bit.ly/tnJxfQ ７.１０ 吉祥寺デモにて 一服中の花うさぎ氏 bit.ly/vaA05Q
12月28日
»

miyasakas 宮坂四郎
花うさぎ氏の訃報に思わず絶句してしまった。今月も新宿デモで撮影に奮闘されていた姿を思い浮かべてます。
謹んで哀悼の意を表したいと思います。合掌
12月28日
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»

himochiwarashi ジョン・レノノ梅園38
花うさぎさんお疲れ様です。ありがとうございました。
12月28日
»

huhou 訃報
(@pigzhina)花うさぎさんのブログが大好きな一人です。突然花うさぎさんの訃報を聞き、驚いております。とて
も信じることができません。誰よりも日本を愛し、誰よりも日本を大切にしている花うさぎさんは、逝ってしまって
残念でなりません。涙が止まりません。心から...
12月28日
»

kichijouji_phot 吉祥寺写真
(via:564830) ご冥福をお祈り申し上げます。 花うさぎの「世界は腹黒い」２
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255… ７.１０ 吉祥寺デモにて 一服中の花うさぎ氏 pic.twitter.com/GF92XxHQ
12月28日
»

Venusace choco
ブログで息子さんが報告されてますよ。RT @aikokusin: 花うさぎさんが亡くなられたという呟きをフォロワーがし
てたので、何故亡くなられたのですか？病気ですか？と質問しても無視。教えてくれないなら拡散するなよ！
12月28日
»

aikokusin クロサキズム研究所
花うさぎさんが亡くなられたという呟きをフォロワーがしてたので、何故亡くなられたのですか？病気ですか？と
質問しても無視。教えてくれないなら拡散するなよ！
12月28日
»

Venusace choco
初めてお顔見ました。でも泣ける…(T_T) RT @564830: ご冥福をお祈り申し上げます。 花うさぎの「世界は腹
黒い」２ bit.ly/tnJxfQ ７.１０ 吉祥寺デモにて 一服中の花うさぎ氏 bit.ly/vaA05Q
12月28日
»

hekian 碧庵
それでは皆様、そろそろ落ちますお休みなさい<(_ _)> 花うさぎさんの冥福を祈って
12月28日
»

564830 ひっとまん♪
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ご冥福をお祈り申し上げます。 花うさぎの「世界は腹黒い」２ hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255… ７.１０ 吉
祥寺デモにて 一服中の花うさぎ氏 pic.twitter.com/8KsAxzAJ
12月28日
»

ahotan_ あほたん
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255… 花うさぎさん、ご冥福をお祈り致します。
12月28日
»

littlefield1988 本名は秘密！！！
花うさぎさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
12月28日
»

pigzhina 支那豚の楽園
花うさぎさんのブログが大好きな一人です。突然花うさぎさんの訃報を聞き、驚いております。とても信じることが
できません。誰よりも日本を愛し、誰よりも日本を大切にしている花うさぎさんは、逝ってしまって残念でなりませ
ん。涙が止まりません。心からご冥福をお祈りします。。
12月28日
»

Kenja_Time みのり minori
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】 bit.ly/tGFThD
12月28日
»
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samurai_news ばかさよ
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】 bit.ly/u4B85X
12月28日
»

aiharadaiti 相原 大地
凛として愛 は全部見ました。前に花うさぎさんに教えてもらったから。
12月28日
»

aiharadaiti 相原 大地
花うさぎさんまじか、、
12月28日
»

photon2039v2 フォトン
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・ブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】を
皆が愛した deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
12月28日
»

tamonnten 多聞天
偉大なブロガー「花うさぎさん」が逝去されました 美しい国への旅立ち/ウェブリブログ
nihonnococoro.at.webry.info/201112/article…
12月28日
»

bushidoh 武士道
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・ブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】を
皆が愛した dlvr.it/12Vtt6
12月28日
»

yamato_mikoto yamatonomikoto
正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の 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・ブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】を皆が愛した dlvr.it/12Vtqg
12月28日
»

yoc31 よっく
@
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@basubusu あんな人達をほめ殺しって声にするのはきついけど、メールぐらいなら何とでも言えますよねｗ 今
大量流出しちゃったら、ほんとどうなっちゃうんだろう。わくわくしますね！花うさぎさんは、本当に残念でした。全
然うさぎさんじゃなくてダンディな楽しいおじ様でしたよ。
12月28日
»

yasamadaisuki やあさま
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・ブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】を
皆が愛した deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449… 私もファンでした。本当に残念です。心よりおく
やみ申し上げます。
12月28日
»

shirahae 白南風
花うさぎさん・・・・・・・ 今夜は潰れるまで飲みます
12月28日
»

どうかお付き合いください

shinmei217 優元 勘吉
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・ブログ【花うさぎの「世界は腹黒い」２】を
皆が愛した deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-449…
12月28日
»

koushiwaka 幸枝若（こうしわか）
花うさぎさんが亡くなられたなんて…。ご冥福をお祈り申し上げます。
12月28日
»

yamagiwasumio 山際澄夫
@
@maji2003 『愛国女性のつどい花時計』さんは花うさぎさんのお気に入りです。 いつも取材して掲載していま
したね。
12月28日
»
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yamagiwasumio 山際澄夫
【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。kouenji.comwellceremony.co.jp
12月28日
»

nakagawanobu 中川信博
【訃報】花うさぎさん逝去 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255… 今年5月逝去された花岡信勝さんとともに愛読し
ていた保守ブログだった。 hanasan.iza.ne.jp/blog/ ご冥福を申し上げます。
12月28日
»

Tomoya_Jinguuji 神宮司智也
志半ばでの急逝、さぞ無念であろう。ここに謹んで哀悼の意を表します。 RT @shinn1968: 花うさぎさんがお亡く
なりになりました…。心よりご冥福をお祈り申し上げます。／【花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。】
bit.ly/tZygDf
12月28日
»

hotaru2008 A-Itoi
“@gakuyoh: 『父 花うさぎ は病気療養中のところ治療の甲斐なく12月27日18時17分逝去いたしました。ここに
生前のご厚誼を深謝し、謹んでお知らせ申し上げます。』hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255… 無念です。”ブロ
グ更新無かったので心配していましが残念です。
12月28日
»

traveler_type1 とらべら
花うさぎさん、亡くなられたのか… 日本をよくするために活動されていた方が、その成果を見ることが出来ず
に亡くなられてしまうのは、残念でならない。
12月28日
»

yamagiwasumio 山際澄夫
【追悼 花うさぎさん】花うさぎさんが大好きな映画『凛として愛』、ナレーターが「かつて日本軍に援軍はこなかっ
た。ならば今からでも援軍を送る。日本を変える援軍を送る」と絶叫してます。花うさぎさんあなたこそ援軍でした
よ。 twitpic.com/7zq7bp
12月28日
»

bea2003 フォロン
@
@yamagiwasumio IZAでブログを起こしていた仲間として、突然の訃報に驚いています。保守としての立ち位置
がぶれない精力的な活動に改めて敬意を表します。花うさぎさんのご冥福をお祈りします。残念です。
12月28日
»
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umechara ウメ＠更生る日本
花うさぎさん、お名前をお聞きしたことくらいしかないですが、多くの方に愛されたお方なのですね。ご冥福をお
祈り申し上げます。
12月28日
»

yamagiwasumio 山際澄夫
【追悼 花うさぎさん】日の丸デモに花うさぎさんの姿有り。で、花うさぎさんが日本人全員に見てほしかった映画
が『凛として愛』（youtube.com/watch?v=Hpz5rF…） twitpic.com/7zq0v1
12月28日
»

jurgen_heurige jurgen
まだこれからというときに。。。悔しいです。ご冥福をお祈りします。 / “花うさぎの代理でエントリさせて頂きま
す。：イザ！” htn.to/qYqaXe
12月28日
»

nonakakoudai 野中浩大
花うさぎ氏の御冥福を謹んで御祈り申し上げます。
12月28日
»

yamato_mikoto yamatonomikoto
美しい国への旅立ち 偉大なブロガー「花うさぎさん」が逝去されました dlvr.it/12VYkm
12月28日
»

mayukookada おかだまゆこ
花うさぎさん...悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
12月28日
»
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wadainohouko 話題の宝庫
大物ネトウヨブロガー、花うさぎさん逝去 dlvr.it/12VY29
12月28日
»

niwakaok おーくま
花うさぎさん… 御冥福をお祈り致します。
12月28日
»

bushidoh 武士道
美しい国への旅立ち: 偉大なブロガー「花うさぎさん」が逝去されました bit.ly/sclnFA
12月28日
»

kimayuri 木間 ゆり
初めてのデモでご挨拶をさせていただいたこと、どこの馬の骨ともわからない小娘に、温かい言葉をかけていた
だいたこと、今でもはっきりと覚えています。。。 / “花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。：イザ！”
htn.to/g9rrNX
12月28日
»

maji2003 Ｉ（民主党解体）
愛国活動をいつもわかりやすく、詳しく紹介してくれていましたね。 RT @Venusace: ほんと、、、びっくりしまし
た。心からご冥福をお祈りいたします。RT @maji2003: 花うさぎさん、残念です。 bit.ly/tZygDf
12月28日
»

maji2003 Ｉ（民主党解体）
今これを見ています。bit.ly/vBKtzk RT @yamagiwasumio: 【追悼 花うさぎさん】 これ銀座から歩いてガード下
をくぐって日比谷公園に向かうところですよね。 日の丸デモを取材中の花うさぎさんです。スマートで御洒落だっ
たなあ。
12月28日
»

aizuhansi yurusa.naizo
花うさぎさんは殉死だ、民主党に殺されたんだ。私だってLDL値上がってるし・・・民主党政権で保守の寿命は短
くなってる。
12月28日
»

yamagiwasumio 山際澄夫
【追悼 花うさぎさん】これ銀座から歩いてガード下をくぐって日比谷公園に向かうところですよね。日の丸デモを
取材中の花うさぎさんです。スマートで御洒落だったなあ。 twitpic.com/7zpqof
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12月28日
»

Venusace choco
ほんと、、、びっくりしました。心からご冥福をお祈りいたします。RT @maji2003: 花うさぎさん、残念です。
bit.ly/tZygDf
12月28日
»

maji2003 Ｉ（民主党解体）
花うさぎさん、残念です。 bit.ly/tZygDf
12月28日
»

0117st 筒井茂隆
@
@yamagiwasumio 私もまだ花うさぎさんが無くなった事が信じられない気持です、何時もブログ見て感心してい
ました、今からはその意思を次いで発信したいと思っています
12月28日
»

sito_rin シトリン
@
@955Cayenne @aniotahosyuたまたま居合わせ、ビラを面白いがって下さって、一枚お渡ししたら、名刺を下さ
った。花うさぎさんだったので驚いてしまいました。この貴重なご縁は、、複雑な思いで一杯です。間違いなく日
本を救った方の一人になられると…
12月28日
»

yamagiwasumio 山際澄夫
【追悼 花うさぎさん】ロス在住の方がつくったイラスト、三笠艦橋に仁王立ちの花うさぎさん！「皇国の興廃此の
一戦に在り、各員一層奮励努力せよ」戸の声が聞こえてくるようです。 twitpic.com/7zpnfa
12月28日
»

sito_rin シトリン
花うさぎさんの、ご冥福を心よりお祈り致します。 残念無念ですが、魂は永遠に日本と日本人の皆様と共にある
と思います。
12月28日
»

M_tusima ツシマ
保守系人気ブロガー「花うさぎ」さんご逝去… hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255… 慎んでご冥福をお祈り致し
ます。 #mynippon #MPJ
12月28日
»
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955Cayenne Ｍ
@
ええっ RT @sito_rin: 国会包囲デモで話しかけられ、お名刺をいただいて驚いた、つい最近の出来事で…ショッ
クです涙 @aniotahosyu【追悼】ブログ『花うさぎの世界は腹黒い』で著名な花うさぎさんが27日に急逝されたと
のことです。氏のご冥福をお祈り申し上げます
12月28日
»

sito_rin シトリン
国会包囲デモで話しかけられ、お名刺をいただいて驚いた、つい最近の出来事で…ショックです涙
@aniotahosyu【追悼】ブログ『花うさぎの世界は腹黒い』で著名な花うさぎさんが27日に急逝されたとのことで
す。氏のご冥福をお祈り申し上げますhanausagi2.iza.ne.jp/blog/
12月28日
»

tohohodan きゃお＠大阪
花うさぎさんには「西岡武夫参院議長寄稿全文」の転載をお願いし、快く了承してもらったことがあったわ・・・
12月28日
»

wenly_m 文里
ご冥福をお祈りします。 RT @yosdady: えー(T_T) RT @hdoy: 花うさぎさん、どうか安らかに。bit.ly/tZygDf
12月28日
»

gontapride ごんた
あら・・阿比留さんのとこでよく見かけましたが・・・ご冥福をお祈りします。 RT @tohohodan: え！花うさぎさん亡
くなったのか・・・ ご冥福をお祈りします。 人 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
12月28日
»

basubusu バス
@
@yoc31 こんばんわ。その節はお世話になりました。いえいえ、私も悪には徹底的に闘争心が燃える質なので
一緒に意地悪作戦に参加させて下さいw。ところで花うさぎさんの件、ガクッと力が抜けてしまいました。こんなに
も見ず知らずの方に惜しまれて偉大な方ですね。一度お会いしたかったです（涙
12月28日
»
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kijitoracat 月見猫
@
＞＜。 RT @yosdady えー(T_T) RT @hdoy: 花うさぎさん、どうか安らかに。bit.ly/tZygDf
12月28日
»

yosdady yoshidady
花うさぎさん、新しい日本を見せられなくて、ごめんね…
12月28日
»

nisekotown ニセコの俺
愛国の士がまた一人この世を去った。ご冥福をお祈り申し上げます [花うさぎの「世界は腹黒い」２
hanausagi2.iza.ne.jp/blog/
12月28日
»

tohohodan きゃお＠大阪
え！花うさぎさん亡くなったのか・・・ ご冥福をお祈りします。 人
12月28日
»

hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…

konatsu3 小夏
@
@hdoy 花うさぎさんっておいくつくらいだったのかな？
12月28日
»

yosdady yoshidady
えー(T_T) RT @hdoy: 花うさぎさん、どうか安らかに。bit.ly/tZygDf
12月28日
»

nekohunnjatta 猫ふんじゃった
謹んでお悔やみ申し上げます。花うさぎさんのページ：イザ！ hanausagi2.iza.ne.jp
12月28日
»
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hdoy ナスビ
花うさぎさん、どうか安らかに。bit.ly/tZygDf
12月28日
»

sibuya_50 渋谷@多謝台湾！〜3月11日〜
よく花うさぎさんのブログを拝読させて頂きました。ご冥福をお祈りいたします。
12月28日
»

ginntokii 銀時
ブログ更新：【追悼】「花うさぎ」さんの急逝の報に接し・・・ご家族の皆様にお悔やみ申し上げるとともに、心より
ご冥福をお祈り申し上げます。ブログで示されたその志を忘れることなく来年こそは日本にとってより良い年にな
るようにしたいものです。bit.ly/tJ7jP2
12月28日
»

ootomosankei 丹次郎
先日、脳卒中で倒れられた花うさぎさんこと、安仲徹男さんが逝去されました。通夜は30日（金）18時から、告別
式は31日（土）11時から。場所：コムウェルホール高円寺(丸の内線・東高円寺徒歩5分） bit.ly/uZ9YeR 安仲さ
んのご冥福を心よりお祈りし合掌。
12月28日
»

ozakiryoma 尾崎大輔
花うさぎさんが急逝されたそうです!!面識はありませんでしたが、花うさぎさんのブログは好きでした。心よりご冥
福をお祈り致します。花うさぎさんの志をついで、必ずや、在日やミンスとマスゴミを淘汰し、日本を再生すること
を改めて心に誓います。
12月28日
»

seiroukai 佐藤悟志
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ご自分の寿命を縮めた力で、金正日にトドメを刺されたのだと思います。花うさぎ氏の御霊前に、金正恩の生首
と金正日の干し首を供えましょう。 RT @yamagiwasumio: 私の畏友だった『花うさぎ』さん（保守系ブログ主）が
急逝されました〜 hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255…
12月28日
»

ktulu9 ktulu
花うさぎさん残念です。心からご冥福をお祈りいたします。
12月28日
»

blade_ryu blade ryu
とても残念です。謹んで花うさぎ様のご冥福をお祈り致します。
12月28日
»

yamato_mikoto yamatonomikoto
名ブロガー「花うさぎさん」逝去されました dlvr.it/12Tp2d
12月28日
»

TAMAGAWABOAT 多摩川競艇
故人もご遺族もきっと励みになると思いますよ。通夜30日（金）18時から。コムウェルホール高円寺(東高円寺駅
徒歩5分） bit.ly/uZ9YeR RT@solilogue 花うさぎさんの御通夜に伺いたいのですが、私のような他人でも大丈夫
なのでしょうか・・・？ .
12月28日
»

516yk 加藤 祐平
花うさぎさんがご逝去されました。一度もお会いした事はありませんが、地域は違えど同志である事には変わり
ありません。天国から我々の行く末を見守り続けていただきたいです。心からご冥福をお祈り申し上げます。
12月28日
»

monechan0214 mone
花うさぎさんのご冥福をお祈り申し上げます。【大物ネトウヨブロガー】花うさぎさん逝去" /
news.ebb.jp/archives/3152
12月28日
»

mizuki_ar 新井瑞希
花うさぎさんが入院されったことをつい先刻、別の方のブログで知り、ご本人のブログに行った際にこのエントリ
が入っていました。hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/255… 残念でなりません。
12月28日
»
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harryqm1122 harry.qm1122
中川昭一さん、花岡信昭さん、中村黎さん、それから本日の「花うさぎ」さん… シンパシーを感じていた方々の
訃報に触れる事は悲しいものだ。 寒さが倍に堪える… （合掌）
12月28日
»

ponkotsujirou てぃんぱ君
「花うさぎ様 ご逝去」 amba.to/tEUWFH
12月28日
»

gajumaru2525 がじゅまる
@
@Lsachi sachiさん、ご無沙汰しております。残念ながら花うさぎさんとは面識はありませんでした。同じ志を持っ
た方が亡くなるのはとても悲しい事です・・・
12月28日
»

hal9200 丶｀∀´〉（´・ω・｀）（｀ハ´
花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。 bit.ly/s3WY9y 花うさぎの「世界は腹黒い」２ ／ 涙が止まりません。
花うさぎさんのエントリーをツイッターに書くのもこれが最後なのかと思うと。さようなら。ありがとうございました。
12月28日
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