がんばれ、花うさぎさん！：イザ！
ニュース
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愛国画報 from LA
ロサンゼルスより愛国心を込めて。大日本帝国万歳。

ジャンル：
<<前へ 次へ>>

詳細｜一覧

がんばれ、花うさぎさん！

2011/12/27 03:12

人気ブロガーの花うさぎさんが体調を崩されたそうだ。毎日、毎日、イザブログ「花うさぎの『世界は腹黒い』2」を楽し
みにしているファンのひとりとして心配で仕方がない。
日本軍の指揮官でもある花うさぎさんに、倒れられちゃ困る。１日も早く良くなって頂き度い。そんな気持ちを込めて
作画した。
yohkanさん
国思い国憂う今日この頃。
ロサンゼルスから発信しま
す。だって、日本が好きなん
だもん。
Twitterもよろしく。
＠yohkan̲y
最新ブログエントリ
花うさぎさんのご冥福をお祈り
します
防衛省よ、環境影響評価書を
電子メールで送れ！
がんばれ、花うさぎさん！
真央ちゃんの優勝を祝して・・・
石原サンタと橋下サンタのプレ
ゼントだ！
→もっと見る
フォルダ
指定なし(36)
民主党(115)

花うさぎさんのご快癒をお祈りします。

アメリカ(17)
国防(37)
支那中共(16)
韓国・北朝鮮(40)
メディア(31)
世界(4)

カテゴリ： 世界から > 南北アメリカ

尖閣事件(14)

タグ： 花うさぎ

温暖化詐欺(3)

関連ニュース
「『想定外』という弁明では済まない」政府事故調中間報告 (12/26 22:49)
「まず議員が血を」増税前に定数削減 民主１回生が署名 (12/26 18:09)

スポーツ(11)
石原都知事(7)
大震災(8)
食事・料理(1)
原発(34)

世界は腹黒い

コメント(62) | トラックバック(2)

フォルダ： 指定なし

イザブログ

このブログエントリのトラックバック用URL：
http://yohkan.iza.ne.jp/blog/trackback/2551130
コメント(62)

菅を斬れ(13)
嫌煙(1)
野田を斬れ(1)
投資・経済(4)

Bushidou-Japan さん
Yohkanさん、素晴らしいイラスト有難うございます！
花うさぎさんの1日も早いご回復を心よりお祈りします。
大和魂と愛国心を込めて．．．。
Commented by

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

コメントを書く場合はログインしてください。
2011/12/27 04:04

2011/12/30

がんばれ、花うさぎさん！：イザ！
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Commented by yohkan さん
To Bushidou-Japanさんおはようございます

ソフトバンク(7)
パチンコ(2)
菅&孫(2)

2011/12/27 04:12

>Yohkanさん、素晴らしいイラスト有難うございます！

靖国神社(2)

こちらこそ、お言葉ありがとうございます。

日教組(3)
TPP(19)

>花うさぎさんの1日も早いご回復を心よりお祈りします。大和魂と愛国心を込め
て．．．。

エンタメ(1)
消費税(1)

みんなで花うさぎさんのご回復をお祈りしましょう！
タグ

Commented by miyamae さん
花うさぎさん・・・脳梗塞とのことですね。

民主党 (30)
野田 (22)

最新の治療で早く快癒されることを祈ります。

TPP (19)
韓国 (19)
韓流 (16)
→もっと見る
過去記事のアーカイブ
2011年12月(29)
2011年11月(29)
2011年10月(30)
2011年09月(30)
2011年08月(31)
→すべて表示
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最新コメント
by tropicasso
花うさぎさんのご冥福をお祈
り…
Yohkanさん、 …
by yohkan
花うさぎさんのご冥福をお祈
り…
To tourokuradさん こ
んば…
by tourokurad
花うさぎさんのご冥福をお祈
り…
yohkanさんこんにちはメ…
by yohkan
花うさぎさんのご冥福をお祈
り…
To hatchanさん こんば
んわ…
by yohkan
花うさぎさんのご冥福をお祈
り…
To allcoさん こんばんわ
…

脳梗塞・・・って、脳の障害の総称ですので、ちょっと気を長く持つ必要が
有りますね。
Commented by shiratama さん
yohkanさま、おはようございます！
素敵な絵、ありがとうございます。ううう。
お休みの朝から、早速ありがとうございます。
きっと花うさぎさんまさにｚ旗をかかげて闘っていらっしゃることと思います。
耳元でみなで叫びたいです。「花うさぎさん！みなが待ってます！！」
yohkanさん！ううううう。泣いてる場合じゃないですね！
担え銃！
Commented by すずめめだか さん
yohkanさん、おはようございます。

2011/12/27 07:07

2011/12/27 07:53

病床にいる花うさぎさんにこの気持ちが届きますね。
shiratamaさん、涙で先が見えません。
Commented by yohkan さん
To miyamaeさんこんにちわ

2011/12/27 08:06

>花うさぎさん・・・脳梗塞とのことですね。最新の治療で早く快癒されることを祈
ります。
驚きました。今は治療方法も進歩しているので、必ず回復されると信じます。
>脳梗塞・・・って、脳の障害の総称ですので、ちょっと気を長く持つ必要が有りま
すね。
そうですね。ゆっくり、じっくり治されることが重要でしょう。
Commented by yohkan さん
To shiratamaさん おはようございます

2011/12/27 08:08

>ううう。お休みの朝から、早速ありがとうございます。
花うさぎさんファンとしては気が気じゃありません。
>きっと花うさぎさんまさにｚ旗をかかげて闘っていらっしゃることと思います。
はい。Z旗をあげて勝利祈願です。
>耳元でみなで叫びたいです。「花うさぎさん！みなが待ってます！！」
そうです。みんなで応援します。

最新トラックバック
死刑執行１９年ぶりゼロ！平岡
法相に動く気なし「人の生命を
絶つ…

>ううううう。泣いてる場合じゃないですね！
泣いちゃいけません。

大本営陸海軍部発表 十二月
八日午前六時

yohkan さん
To すずめめだかさん おはようございます

病床向け年末年始ひきこもり院
内徘徊推奨

>病床にいる花うさぎさんにこの気持ちが届きますね。

Commented by

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

2011/12/27 08:10

2011/12/30

がんばれ、花うさぎさん！：イザ！
花うさぎさん英霊の御元へ…Z
旗の紳士かく戦えり
防衛省文書、「民主党は暴力
団」 平成二二六（クーデター）
（そ…
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
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みんなの愛が届きますよ。
>shiratamaさん、涙で先が見えません。
泣いちゃいけません。笑顔で回復をお祈りしましょう。
pioneer48 さん
実に元気が出そうな花うさぎさんのアニメですね。

Commented by

2011/12/27 08:37

時間が掛かっても良いですので、花うさぎさんは次の投稿が
出来るまでに必ず快癒して戴きたい。今の偽らざる心境です。
頑張れ！花うさぎさん！
hatchan さん
yohkanさん おはようございます。
Commented by

2011/12/27 09:28

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
イザ！ケータイとは

素晴らしいイラスト、有難うございます。
きっと花うさぎさんの力になると思います。
心配で良く眠れませんでした。（熟睡など出来るわけが無い）
皆さんも同じだと思います。
思えば、花うさぎさんは【戦後なるもの】と先頭を切って戦われていたのです。
我が国に日本を取り戻す為には、花うさぎさんの力がどうしても必要です。
花うさぎさん、時間がかかっても構いませんから必ず帰って来て下さい。
皆さん、いっしょに花うさぎさんの御回復を祈りましょう。
Commented by yohkan さん
To pioneer48さん こんにちわ

2011/12/27 09:46

>実に元気が出そうな花うさぎさんのアニメですね。
Z旗を掲げる司令官と云えば、花うさぎさんです。
>時間が掛かっても良いですので、花うさぎさんは次の投稿が出来るまでに必
ず快癒して戴きたい。
もちろん「世界は腹黒い」続けて貰わなくっちゃいけません。
>頑張れ！花うさぎさん！
みんながついてますよ〜。花うさぎさん、聞こえますか？
Commented by yohkan さん
To hatchanさん こんにちわ

2011/12/27 09:50

>素晴らしいイラスト、有難うございます。きっと花うさぎさんの力になると思いま
す。
こちらこそありがとうございます。花うさぎさんを全力で応援しましょう。
>心配で良く眠れませんでした。（熟睡など出来るわけが無い）
気になって仕方ないです。
>思えば、花うさぎさんは【戦後なるもの】と先頭を切って戦われていたのです。
花うさぎさんて、いつも冷静な頭脳と暖かいハートを持ちながら戦っている人、っ
てイメージですよね。
>我が国に日本を取り戻す為には、花うさぎさんの力がどうしても必要です。
花うさぎさんのブログを道標にわれわれ戦っているのですものね。
>皆さん、いっしょに花うさぎさんの御回復を祈りましょう。

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

2011/12/30
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このページのトップへ戻る

みんなで祈れば、必ず天に思いが通じます。
Commented by iza1824 さん
yohkan さん、

2011/12/27 10:15

Copyright©2006-2011 SANKEI
DIGITAL INC. All rights reserved.

花うさぎさんのブログに出会ったのが多分一年くらい前、そして、花うさぎさん経
由でyohkanさんのブログに出会い、勝手にですが、お会いしなくても、気持ちを
共有出来るお二人だと身近に感じ、場違いな駄洒落にも真摯に答えて頂き、毎
朝の一日のスタートのエナジーと、一日の終わりの安らぎの時間を頂いていま
す。
花うさぎさん、yohkan さんの偉大さは、読者からのどんな書き込みにも、必ず
丁寧な返事を出す事です。尊敬に値します。私などには出来る技では有りませ
ん。時々見られる、訪問者が他の訪問者に「貴方はそう言いますが、おかしくあ
りませんか？」如きを読むと、コメカミがぴくぴくします。何で、訪問者同士が、も
っと楽しい会話が出来ないのかと。。。。 私には、ブログを開設出来ません。
花うさぎさんは、私より５歳くらいお若い方ですが、同年代として、炎暑、極寒にも
拘らずデモに参加され、正直、体調維持を心配して居りました。でも、今回の事
は、万の神が、花うさぎさんに、少し体を休めなさいと云う警鐘だと受け止めてほ
しいと思っています。ご回復を祈っています。
ご自宅は「中野区北口」方面とか、「快癒の気」を、送りましょう。
yohkan さん、今日のイラストは、花うさぎさんへの、「愛」を、深く感じました。じ
ーん、としました。
Commented by katachi さん
花うさぎさんの息子さんによると、意識が無いとか書いてありましたが、心配で
す。
良くなって欲しいです。
これから運動が佳境に入ろうかと言う時に脳梗塞で倒れるとは恨めしいです。
祈るしかないです。
Commented by yohkan さん
To iza1824さんこんにちわ

2011/12/27 10:27

2011/12/27 11:11

>花うさぎさんのブログに出会ったのが多分一年くらい前、そして、花うさぎさん
経由でyohkanさんのブログに出会い、
お仲間になれてとても嬉しいです。
>毎朝の一日のスタートのエナジーと、一日の終わりの安らぎの時間を頂いてい
ます。
あたしも一緒です。楽しい時間を頂戴しています。
>花うさぎさん、yohkan さんの偉大さは、読者からのどんな書き込みにも、必
ず丁寧な返事を出す事です。
書いて下さる皆さんにホントに感謝しているのです。あたしはどうってことありま
せんが、花うさぎさんくらい沢山コメントが来るとお返事書かれるのも時間かかる
と思います。見習いたいです。
>「貴方はそう言いますが、おかしくありませんか？」如きを読むと、コメカミがぴ
くぴくします。
議論をしたい読者の方もいらっしゃると思います。さすがに「死ね」って来た時は
引きましたけど・・・。
>万の神が、花うさぎさんに、少し体を休めなさいと云う警鐘だと受け止めてほし
いと思っています。ご回復を祈っています。
そうです。忙しいひとには、神様が「休め」のメッセージを送るのでしょう。
>yohkan さん、今日のイラストは、花うさぎさんへの、「愛」を、深く感じました。
じーん、としました。

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

2011/12/30

がんばれ、花うさぎさん！：イザ！
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もちろん愛であり友情であり尊敬の念であり。とにかく早くよくなって頂き度いで
す。
Commented by yohkan さん
To katachiさん こんにちわ

2011/12/27 11:13

>花うさぎさんの息子さんによると、意識が無いとか書いてありましたが、心配で
す。
心配です。でも現代の医療は進歩しています。絶対、大丈夫です。
>これから運動が佳境に入ろうかと言う時に脳梗塞で倒れるとは恨めしいです。
きっとパワーアップして戻って来られますよ。
>祈るしかないです。
みんなで祈りましょう。救われます。
kasm さん
こんにちは。
素晴らしいイラスト、ありがとうございます(^^)/
花うさぎさんの復帰、心から願っております。
Commented by yohkan さん
To kasmさん こんにちわ
Commented by

2011/12/27 13:08

2011/12/27 13:12

>素晴らしいイラスト、ありがとうございます(^^)/
お言葉嬉しいです。こちらこそありがとうございます。
>花うさぎさんの復帰、心から願っております。
花うさぎさんを中心に日本軍、これから益々がんばらなきゃいけませんものね。
Commented by izayoi0228 さん
毎日の更新ご苦労さまです・・と思いながら読ませていただいた花うさぎさんのブ
ログ。こんなに休みなく取材と更新でお体に差し障りがなければいいなあと思っ
ておりました。やはりご病気でしたか。
民主党の売国奴ぶり、どれだけでたらめかを開眼してくれたのも花うさぎさんで
す。一刻も早い回復をお祈りすると同時に、yohkanさんもどうぞご自愛くださ
い。
Commented by yohkan さん
To izayoi0228さん こんにちわ

2011/12/27 13:13

2011/12/27 13:18

>毎日の更新ご苦労さまです・・と思いながら読ませていただいた花うさぎさんの
ブログ。
そうですよね。毎日欠かさず。しかも日本の時間でとても朝早いのですよ。こちら
の時間で午後、ちょっと覗いてみると、必ずupされていますものね。
>民主党の売国奴ぶり、どれだけでたらめかを開眼してくれたのも花うさぎさん
です。
花うさぎさんの分析力と情報発信力って凄いですよね。あたしも毎日、「世界は
腹黒い」で勉強させてもらっているんです。
>一刻も早い回復をお祈りすると同時に、yohkanさんもどうぞご自愛ください。
ありがとうございます。とにかく花うさぎさんの回復をお祈りするばかりです。
heartail さん
Ｙｏｈｋａｎさん、素敵な画像ありがとうございます。
今朝目が醒めてふと現実にかえり、悪い夢だったらどんなにいいかと思いまし
た。
午前中、神社へ手を合わせに行ってきました。
普段はお願い事はしないのですが、きょうばかりは思いっきりお願いしてきまし
た。

Commented by

2011/12/27 13:23

いつも街宣でふと傍らにいらっしゃる花うさぎさん、同じ日に複数箇所のデモにも

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

2011/12/30

がんばれ、花うさぎさん！：イザ！
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取材に来てくださって、毎日あのような丁寧な記事をアップされているので、お疲
れ
が過ぎるのではとちょっと心配がよぎった矢先でした。
奇しくも今朝、テレビで「隠れ脳梗塞は血液検査でわかる」との情報を目にしまし
た。
あらかじめ検査して予防に努めていれば…カンタンな血液検査で可能ならばもっ
と
積極的に広めてほしいものです。私の叔父も夏に脳梗塞になりましたし、脳梗塞
を
患い、杖歩行の方は頻繁に見かけます。本当に脳梗塞って多いです。
花うさぎさん、どうかどうか戻ってきてください！！！
yamagiwa さん
素晴らしいイラストです。
ほんと誰にも負けない国士です。
Commented by しばりょう さん
花うさぎ様 無事三笠帰還お祈りしています。
Commented by

2011/12/27 13:36

2011/12/27 14:26

イラストお借りします。
今日もずっと、祈っています。
yohkan さん
To heartailさんこんにちわ
Commented by

2011/12/27 14:28

>Ｙｏｈｋａｎさん、素敵な画像ありがとうございます。
こちらこ応援ありがとうございます。
>今朝目が醒めてふと現実にかえり、悪い夢だったらどんなにいいかと思いまし
た。
花うさぎさんの最新ブログが無いって、こんなに寂しいものかとショックです。
>午前中、神社へ手を合わせに行ってきました。
きっと神様はちゃんと願いを聞いてくださいます。
>いつも街宣でふと傍らにいらっしゃる花うさぎさん、同じ日に複数箇所のデモに
も取材に来てくださって、
あたし、実はお会いしたことがないのです。どんな方なんだろって興味深々なん
です。
>奇しくも今朝、テレビで「隠れ脳梗塞は血液検査でわかる」との情報を目にしま
した。
へええ。それなりに予防ができるってコトなのですね。
>積極的に広めてほしいものです。私の叔父も夏に脳梗塞になりましたし、脳梗
塞を患い、杖歩行の方は頻繁に見かけます。
随分昔、父親が患ったし、友人も患ったひとたちがいます。でもみんなその後、
元気になってます。花うさぎさんも絶対に復活されます。絶対です。
Commented by yohkan さん
To yamagiwaさん こんにちわ

2011/12/27 14:30

>素晴らしいイラストです。
ありがとうございます。花うさぎさん、元気になれ。その気持ちで胸一杯です。
>ほんと誰にも負けない国士です。
そうです。ホントの国士って花うさぎさんみたいな、優しくて明るくて度量の広い
方なのだと思います。
Commented by yohkan さん

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

2011/12/27 14:31

2011/12/30

がんばれ、花うさぎさん！：イザ！
To しばりょうさん
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こんにちわ

>花うさぎ様 無事三笠帰還お祈りしています。
三笠は強い。絶対に負けませんよ。
>イラストお借りします。
どうぞ。どうぞ。
>今日もずっと、祈っています。
はい。みんなで祈りましょう。念ずれば通ず、です。
しばりょう さん
To yohkanさん こんにちわ

Commented by

2011/12/27 14:44

私の母も 40代で、くも膜下出血で倒れ 半年間 意識のないまま
生死をさまよいました。。
皆の祈りが通じ、無事帰還し、今は車椅子ですが、83才で、元気にしておりま
す。
花うさぎ様も、絶対無事帰還されます。

heartail さん
To yohkanさん

Commented by

2011/12/27 14:46

>あたし、実はお会いしたことがないのです。どんな方なんだろって興味深々な
んです。
そうでしたかｗでも不思議ですね。
イラストは「花うさぎ」さんによく似ていますよ！
１４日に外務省前へ慰安婦問題の抗議に行ったときもいらっしゃって、
目の前で一所懸命写真を撮っているお姿を見て私はなぜかふと
「あ！そうだ、花うさぎさんを撮らなくちゃ」と思い、手持ちのカメラを向けたのです
が、
現場が騒然としていてマトモに撮れませんでした。
Commented by allco さん
初めまして。
来年は花うさぎ丸航海の旗を揚げるのですからね。
大丈夫!船員が同じ気持ちですから、必ず夢から醒めます。
愛国者の忍耐力は神がかりです!
Commented by iza1824 さん
花うさぎさん こんにちは、

中野駅北口近くの、蕎麦屋更科のおろし蕎麦美味しいか、そうでもないか、未だ
ご返事戴いてませんよ？ 待ってますからね？
Commented by iza1824 さん
yohkan さん、

2011/12/27 15:59

2011/12/27 16:22

2011/12/27 16:43

花うさぎさんへのコメントを、貴ブログに書き入れてしまいました。
信じられない、ご免なさい。
shiratama さん
iza1824さま
Commented by

2011/12/27 17:03

大丈夫ですよ。お元気になられたら両方みていただきましょう。
私は外出中です。ウサギと真珠のネックレスをしています。
ようかんさま、お休みなさい。その間祈っておきますから。

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

2011/12/30

がんばれ、花うさぎさん！：イザ！
Commented by
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yohkan さん、
shiratama さん、
寒空の中、外出中にも拘らず、暖かいお言葉戴き嬉しい限りです。何だか今日
一日中、花うさぎさんの事を考えていたのでしょう。それで、yohkan さんのペー
ジなのに、花うさぎさんのページだと完全に思い込みクリックしてしまいました。
救いは、ナイスガイと信じるyohkan さんのブログに書き入れた事かなーと、思
っています。でも、yohkanさん、ご免なさい。
こういうミスを犯したとき、何か自分の脳内劣化が始まっているのかなー？って、
思ってしまいます。
重ね重ね、暖かいお言葉、Thanks thousands lot, shiratama-san. 暖かく
して風邪など引かないように。本当に何と言う寒さなのでしょう？
Commented by iza0032 さん
yohkan様、今晩は。

2011/12/27 18:00

花うさぎ様が・・・ご恢復をお祈りしております。
イラスト素敵です。是非見て戴きたいですわね。花うさぎ様に。
花うさぎ様も男性でした。女性とばかり思い込んだ私･･･お馬鹿な私。
Commented by

deliciousicecoffee さん
倒れて、意識がないとのことで、本当に心配です。
12月18日に最後に会った時はお元気そうでしたが・・・
とにかく一刻も早い御快癒を祈っています。

2011/12/27 18:20

hatchan さん
yohkanさん こんばんは

2011/12/27 18:49

Commented by

yohkanさんのイラストで思い出しました。
私が住む福岡県には玄界灘に臨む岬の山の上に、日本海海戦勝利を記念する
東郷公園が有り、遥かに決戦場を臨む事が出来ます。
その公園の近くに東郷元帥を祀った東郷神社の分社が有ります。
その神社に花うさぎさんの快癒を願って御参りして来ました。
きっと東郷元帥も花うさぎさんを見守っておられます。
我等が、花うさぎ連合艦隊司令長官は必ず健康を取り戻し帰って来られると信じ
ています。
皆で祈りましょう。
Commented by すずめめだか さん
天皇誕生日一般参賀の翌日、１２月２４日に明治神宮を参り、初詣は宗像の東
郷神社、２月に山口の乃木神社へ行って、日露戦争三社参りを計画していま
す。

2011/12/27 19:18

東郷神社で、私も花うさぎさんの治癒をお願いします。もう少し待っててください。
tourokurad さん
yohkanさん こんばんは

Commented by

2011/12/27 19:31

花うさぎさんの御身体のこと気にかかります。
>旗艦三笠の檣頭にZ旗が翻った・・・
>皇国の興廃コノ一戦ニアリ 各員一層奮励努力セヨ
花うさぎさんは奮励努力と言って、当分病魔との闘いにくれる。
あちこち花うさぎさんの他のブログを検索したが
一長一短があり、26日以来転出先を探したが
見つからずにいました。
保守日本軍の聖地、楽園が復活するのを
心待ちしています。
気持ちとしては友軍でもあり
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よき理解者でもあるyohkanさんが
当面の面倒を見てくれるといいと勝手な事を思っています。
Commented by

shiratama さん

2011/12/27 23:13

iza1824さん
yohkan さん、
>こういうミスを犯したとき、何か自分の脳内劣化が始まっているのかなー？っ
て、思ってしまいます。
わたしなぞ、花うさぎさまのブログに貼ったそのまま、あて名からブログ内のリン
クまで全部そっくりそのままyohkanさんのコメントに貼って、yohkanさま用に修
正せずに投稿してしまいました。長々と。←自慢になりませんが。yohkanさま、
その節は失礼しました。
それだけiza1824さまは普段ミスが少なくていらっしゃるのです。そして花うさぎ
さまのことをご心配なさってらっしゃっただけです、何もご心配なさることはありま
せん。
＞暖かくして風邪など引かないように。本当に何と言う寒さなのでしょう？
はい、お心遣い有難うございます。いままで使っていたヒーターでは、明け方寒く
て目が覚めてしまうので、思わず暖房器具を買い足してしまいました。被災地と
いい、花うさぎ様といい、今年の寒さは罪つくりですね・・・。
Commented by yohkan さん
To しばりょうさん こんばんわ

2011/12/27 23:21

>私の母も 40代で、くも膜下出血で倒れ 半年間 意識のないまま生死をさま
よいました。。
それはご心配でしたね。
>皆の祈りが通じ、無事帰還し、今は車椅子ですが、83才で、元気にしておりま
す。
よかったですね。ご長寿ですね。
>花うさぎ様も、絶対無事帰還されます。
絶対無事回復されると信じてます。
Commented by yohkan さん
To heartailさん こんばんわ

2011/12/27 23:24

>そうでしたかｗでも不思議ですね。イラストは「花うさぎ」さんによく似ています
よ！
やや、やっぱり。ホホ、ホントに、うう、うさぎさんだったのですね。
>手持ちのカメラを向けたのですが、現場が騒然としていてマトモに撮れません
でした。
花うさぎさんはいろいろなデモに必ずお出かけになって、臨場感あふれるレポー
トをしてくださるのですよね。どんな方なんだろうと興味深深ですよ。
Commented by yohkan さん
To allcoさんこんばんわ

2011/12/27 23:50

>初めまして。
あれ、はじめてでしたっけ。お名前とコメントを幾度も拝見したことがありますよ。
>来年は花うさぎ丸航海の旗を揚げるのですからね。大丈夫!船員が同じ気持ち
ですから、必ず夢から醒めます。
そうですよ。司令官として活躍頂かなきゃいけません。
>愛国者の忍耐力は神がかりです!
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愛国者なればこそ、です。
yohkan さん
To iza1824さん こんばんわ
Commented by

2011/12/27 23:51

>中野駅北口近くの、蕎麦屋更科のおろし蕎麦美味しいか、そうでもないか、未
だご返事戴いてませんよ？
花うさぎさんにグルメ情報をお尋ねされたのですね。そりゃ早くお元気になって頂
かないと。
yohkan さん
To iza1824さん
Commented by

2011/12/27 23:52

>花うさぎさんへのコメントを、貴ブログに書き入れてしまいました。
あ、そうでしたか。
Commented by yohkan さん
To shiratamaさん こんばんわ

2011/12/27 23:53

>私は外出中です。ウサギと真珠のネックレスをしています。
おお、いいですね。猫に小判とは全然違います。お洒落です。
yohkan さん
To iza1824さん こんばんわ
Commented by

2011/12/27 23:56

>寒空の中、外出中にも拘らず、暖かいお言葉戴き嬉しい限りです。
Shiratamaさんは大和撫子ですねえ。
>yohkan さんのページなのに、花うさぎさんのページだと完全に思い込みクリ
ックしてしまいました。
全然問題ありません。
>こういうミスを犯したとき、何か自分の脳内劣化が始まっているのかなー？っ
て、思ってしまいます。
何をおっしゃるのですか。あたしなんぞ若い頃、学生の頃からずっとそういうミス
ばかりですよ。自慢になりませんが。
yohkan さん
To iza0032さん こんばんわ
Commented by

2011/12/27 23:59

>イラスト素敵です。是非見て戴きたいですわね。花うさぎ様に。
ありがとうございます。ご覧になったら笑われちゃうかも。がははははは、って。
>花うさぎ様も男性でした。女性とばかり思い込んだ私･･･お馬鹿な私。
お馬鹿じゃありませんよ。政治ブログって性別関係ないし。花うさぎってカワイイ
名前だし。で、がはははは、で気付かれたかも知れませんねwww
Commented by izamat さん
早く回復される事を祈念しております。
Commented by yohkan さん
To deliciousicecoffeeさん こんばんわ

2011/12/28 00:02

2011/12/28 00:03

>倒れて、意識がないとのことで、本当に心配です。
はい。心配で心配で。気になって仕方ないです。
>12月18日に最後に会った時はお元気そうでしたが・・・
それだけお元気であったのですから、絶対回復されると信じます。
>とにかく一刻も早い御快癒を祈っています。

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

2011/12/30

がんばれ、花うさぎさん！：イザ！

Page 11 of 13

みんなでお祈りすれば、天に通じますよね。
Commented by yohkan さん
To hatchanさん こんばんわ

2011/12/28 00:06

>私が住む福岡県には玄界灘に臨む岬の山の上に、日本海海戦勝利を記念す
る東郷公園が有り、遥かに決戦場を臨む事が出来ます。
素敵なところにお住まいですね。
>その神社に花うさぎさんの快癒を願って御参りして来ました。
おお、それは素晴らしい。
>我等が、花うさぎ連合艦隊司令長官は必ず健康を取り戻し帰って来られると信
じています。皆で祈りましょう。
東郷元帥のご加護が頂ける以上、これは勝ち戦ですよ。
Commented by yohkan さん
To tourokuradさん こんばんわ

2011/12/28 00:10

>花うさぎさんの御身体のこと気にかかります。
そうですね。気になって仕方ないです。心配です。
>花うさぎさんは奮励努力と言って、当分病魔との闘いにくれる。
平気ですよ。これは勝ち戦です。
>保守日本軍の聖地、楽園が復活するのを心待ちしています。
同感です。心待ちです。
>気持ちとしては友軍でもありよき理解者でもあるyohkanさんが当面の面倒を
見てくれるといいと勝手な事を思っています。
嬉しいお言葉ですが、所詮あたしは従軍画家です。毎日、充実した内容のブログ
を発表される花うさぎ司令官の代役なんぞつとまるわけがありません。
Commented by yohkan さん
To shiratamaさん

2011/12/28 00:12

>あて名からブログ内のリンクまで全部そっくりそのままyohkanさんのコメント
に貼って、yohkanさま用に修正せずに投稿してしまいました。長々と。
いいんですよ。全然、気にしてませんよ。覚えてはいるけどwww
>それだけiza1824さまは普段ミスが少なくていらっしゃるのです。
と云うことでしょうね。
>被災地といい、花うさぎ様といい、今年の寒さは罪つくりですね・・・。
無茶苦茶に寒いのですね。皆まさ、ご自愛ください。
yohkan さん
To izamatさん こんばんわ
Commented by

2011/12/28 00:14

>早く回復される事を祈念しております。
これだけ多くの人々が祈念しているのですもの、早期回復は絶対です。花うさぎ
さんは今充電中なんです。
Commented by yohkan さん
To すずめめだかさん こんばんわ

2011/12/28 00:19

>天皇誕生日一般参賀の翌日、１２月２４日に明治神宮を参り、初詣は宗像の
東郷神社、２月に山口の乃木神社へ行って、日露戦争三社参りを計画していま
す。

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2551130/

2011/12/30

がんばれ、花うさぎさん！：イザ！

Page 12 of 13

おお、「日露戦争三社参り」こりゃ凄い。勝利間違い無しって感じで、気持ちが高
揚しますね。
>東郷神社で、私も花うさぎさんの治癒をお願いします。もう少し待っててくださ
い。
その頃にはきっとお元気になられて、がははははって笑ってらっしゃるかも。そう
期待します。
tropicasso さん
Yohkanさん、こんにちは。

Commented by

2011/12/28 00:44

花ウサギさんの「Z旗のエントリー」に書き込んで、一泊２日の上海出張でからさ
っき帰り、新しいエントリーを楽しみにしていました所、何故か更新がないので、
あれ？と思いました。でも書き込み数が１３０超えだったので何か変だなと思い、
読み進めてゆくと何と脳梗塞で入院ということが判明！
もう、どうしようかと。
あれだけの内容を毎日必ず更新してくれていたので、保守の背骨が抜けた状態
ですね。阿比留さんのブログを抜いて一位になっている位ですからね。
本当に早く復帰して戴きたいですね。
保守の祈りが絶対通じると信じています。
一緒に祈りましょう！
yohkan さん
To tropicassoさん こんばんわ
Commented by

2011/12/28 03:40

>読み進めてゆくと何と脳梗塞で入院ということが判明！もう、どうしようかと。
そうなんですよ。突然倒れられたと知りショックを受けました。
>あれだけの内容を毎日必ず更新してくれていたので、保守の背骨が抜けた状
態ですね。
毎日の更新を楽しみにしているファンが沢山いますものね。保守系にとって大事
な情報源です。
>本当に早く復帰して戴きたいですね。保守の祈りが絶対通じると信じていま
す。一緒に祈りましょう！
はい。みんなで祈りましょう。この気持ちは必ず天に届きますよ。
Commented by tourokurad さん
yohkanさん こんにちは

2011/12/28 04:15

>嬉しいお言葉ですが、所詮あたしは従軍画家です。
＞毎日、充実した内容のブログを発表される
＞花うさぎ司令官の代役なんぞつとまるわけ
>がありません。
従軍画家などと御謙遜を、、、
文章の才能も、高い見識も皆様は先刻御承知ですよ。
後は流れに沿って運営するまでですよ。
花うさぎさんの別サイトと認識している御仁も有るようです。
Yohkanさんの言葉に発奮してブログ開設しました。
ブログ開設の心得など、ネット情報を見ながら、、、、
まだ、用語が判然としません。
Commented by yohkan さん
To tourokuradさん おはようございます

2011/12/28 05:27

>文章の才能も、高い見識も皆様は先刻御承知ですよ。
ほほほ、褒めすぎですよ。顔真っ赤になっちゃいますよ。
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>花うさぎさんの別サイトと認識している御仁も有るようです。
花うさぎさんが拙イラストを頻繁に掲載してくださるので、花うさぎさんブログ経由
でこちらを訪れてくださる読者の方々も多いようです。
>Yohkanさんの言葉に発奮してブログ開設しました。
イザブログではないのでしょうか？お差支えなければブログのアドレスをお教え
ください。
Commented by tourokurad さん
花うさぎさんの御子息より丁寧な挨拶がありました。
皆様に御伝え申し上げます。

2011/12/28 15:06

>花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。
2011/12/28 14:45
http://hanausagi2.iza.ne.jp/blog/entry/2552402/#cmt
>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。
>花うさぎの代理でエントリさせて頂きます。
>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。
pioneer48 さん
花うさぎさんの御冥福を心からお祈り申し上げます。

Commented by

2011/12/28 19:38

拙稿にこの画像お借りしました。m(_ _)m
yohkan さん
To tourokuradさん こんばんわ

2011/12/28 23:09

Commented by

>花うさぎさんの御子息より丁寧な挨拶がありました。皆様に御伝え申し上げま
す。
悲しくてやりきれない気持ちです。あとで花うさぎさんのご逝去を悼むイラストを
掲載します。
Commented by yohkan さん
To pioneer48さん こんばんわ

2011/12/28 23:11

>花うさぎさんの御冥福を心からお祈り申し上げます。
とても大きな方を失いました。悲しいです。ご冥福をお祈りします。
>拙稿にこの画像お借りしました。m(_ _)m
どうぞ、ご利用ください。絶対、生還して頂けると思っていました。
トラックバック(2)
フジテレビ生放送中に抗議の叫び声！動画あり・１２月２３日放送FNNスーパーニュ
2011/12/27 18:20
ースの現場生ロケ中に「 [正しい歴史認識、国益重視の外交、…]
↓忘れずに、最初にクリックお願いします。↓ 【フジテレビ】ニュース番組の生放送中に有志による怒りの抗議■ニコニコ
動画の画像 http://rocketnews24.com/2011/12/26/166968/ フジテレビ生...
病床向け年末年始ひきこもり院内徘徊推奨 [愛国の煙草]
2011/12/27 06:21
今年もいよいよ数日となりました。年賀状には「絆」という文字が流行っているようです。私は「希望」にしました。
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