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ロサンゼルスより愛国心を込めて。大日本帝国万歳。
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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。
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カテゴリ： 世界から  > 南北アメリカ    フォルダ： 指定なし コメント(47)  |  トラックバック(3) 

<<前へ 次へ>>

 
花うさぎさんの訃報に愕然とした。惜しまれる人ほど早く旅立ってしまう。ブログ「世界は腹黒い」を通じて、暖かいお

人柄や誰よりも国を思う気持ちに毎日接してきた。お目にかかったことはないけれど、大切な友人であり尊敬すべき

先輩だ。胸にぽっかりと穴が空いた気分だ。悲しくてやりきれない。涙が止まらない。

 
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。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。

 
 

 
 
心からご冥福をお祈りします。さようなら、花うさぎさん！

 
 
 
 
 

  
タグ： 花うさぎ  世界は腹黒い  イザブログ  訃報  
 
関連ニュース 
消費増税で相次ぐ離党 首相、揺らぐ不退転 (12/28 09:20)
民主９議員が離党届提出 消費税増税反発 (12/28 11:29)
消費税増税「２５年８％、２７年１０％」提示へ (12/27 21:39)
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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
…

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…

大本営陸海軍部発表 十二月
八日午前六時

病床向け年末年始ひきこもり院
内徘徊推奨

コメントを書く場合はログインしてください。 
2011/12/29 00:23

 

Commented by katachi さん 
今、花うさぎさんの悲報に接しました。 
末席ながらご冥福のコメントさせていただきました。 
まことに残念至極で御座います。 

 
2011/12/29 00:31

 

Commented by allco さん 
花うさぎ様の最期の力を無駄にせず、怒りと言う意志を持って 
日本派保守は結束と組織力を養い、反日軍に勝つのだ! 
そうでしょ？花うさぎさん・・泣 
弔い合戦です! 

 
2011/12/29 00:44

 

Commented by Bushidou-Japan さん 
Yohkanさん、昨晩は良く眠れなかったのでは？ 
私も今夜は眠れそうにありません。訃報を聞いてから涙が止まりません。 
私が「世界は腹黒い」を拝見させて頂くようになったのは今年の夏からですから

まだ半年しか経っていません。 
それでも沢山の事を花うさぎさんに教えて頂きました。 
浅い知識ながらコメントもさせて頂きました。 
返信のコメントで「御意！」と頂いた時は本当に嬉しかったです。 
Yohkanさんのこのブログも「世界は腹黒い」のTBから知って、毎日拝見させて
頂くようになりました。 
 
花うさぎさん、本当に有難うございました。 
「世界は腹黒い」の全ての記事を遡ってこれから読みます。 
感謝の気持ちを伝えるせめてもの方法だと思っています。 

 
2011/12/29 00:54

 

Commented by すずめめだか さん 
やっと涙が止まったのに一人先に漕ぎ出る花うさぎさんの姿を見たらまたこぼれ

てきました。yohkanさんのばか～～～（悪く解釈しないでください） 
 
ようつべにあるのですがじみんの日びの第７話「昭ちゃんありがとう」という中川

昭一さんの事を扱った動画があります。これと同じくらい今日の作品は涙とその

死を無駄にしない思いをにじませる秀作です。 
 

2011/12/29 01:05

 

Commented by yohkan さん 
To katachiさん こんばんわ 
 
>今、花うさぎさんの悲報に接しました。 
 
胸中お察しします。 
 
>まことに残念至極で御座います。 
 
素晴らしい方が旅立ってしまいました。悲しみで胸が一杯です。 

 
2011/12/29 01:06

 

Commented by yohkan さん 
To allcoさん こんばんわ 
 
>花うさぎ様の最期の力を無駄にせず、怒りと言う意志を持って日本派保守は
結束と組織力を養い、反日軍に勝つのだ! 
 
力強いお言葉。花うさぎさんもきっとお喜びですよ。 
 
>弔い合戦です! 
 
戦いましょう。花うさぎさんの意志を引き継いで。 

 
2011/12/29 01:11

 

Commented by yohkan さん 
To Bushidou-Japanさん こんばんわ 
 
>私も今夜は眠れそうにありません。訃報を聞いてから涙が止まりません。 
 
ついつい花うさぎさんのことを思い出して、しんみりしてしまいます。泣けます。 
 
>それでも沢山の事を花うさぎさんに教えて頂きました。 
 
花うさぎさんは毎日ブログに大変なエネルギーを費やされたことと思います。本

当にいろいろ勉強させてくださいました。 

http://yohkan.iza.ne.jp/blog/trackback/2552866

コメント(47)

 

 

 

 

 

 

 

 
Page 2 of 11花うさぎさんのご冥福をお祈りします：イザ！

2011/12/30http://yohkan.iza.ne.jp/blog/entry/2552866/



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

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

 
>返信のコメントで「御意！」と頂いた時は本当に嬉しかったです。 
 
がはははは、って笑い声もステキでしたね。 
 
>Yohkanさんのこのブログも「世界は腹黒い」のTBから知って、毎日拝見させ
て頂くようになりました。 
 
ありがとうございます。花うさぎさんに何と感謝申し上げたらよいやら。 
 
>「世界は腹黒い」の全ての記事を遡ってこれから読みます。 
 
花うさぎさんの肉声であり、時代を映したスナップでもありますね。大切な記録と

したいですよね。 
 

2011/12/29 01:18

 

Commented by yohkan さん 
To すずめめだかさん  こんばんわ 
 
>やっと涙が止まったのに一人先に漕ぎ出る花うさぎさんの姿を見たらまたこぼ
れてきました。yohkanさんのばか～～～ 
 
ばか～で結構ですよ。あたし自身、さよなら花うさぎさん、の気持ちを込めて、涙

しながら作画したんです。 
 
>「昭ちゃんありがとう」という中川昭一さんの事を扱った動画があります。 
 
中川昭一さんの急逝も大変衝撃的でしたね。でも花うさぎさんの悲報はもっとも

っと身近に悲しいです。 
 
>今日の作品は涙とその死を無駄にしない思いをにじませる秀作です。 
 
ありがとうございます。その死を無駄にしたくないと思いつつも、何だかブログを

書く気が萎えてきます。 
 

2011/12/29 01:28

 

Commented by shiratama さん 
yohkanさんが奏でるレクイエム、万華鏡のように美しいです。 
ＧＯＤも仏もなんでも来い！ダビデの星も・・・そして蝶々がいっぱい。あああああ

ん。（泣） 
 
振り返っているうさぎさんの顔、今の日本に後ろ髪ひかれる想い、というところで

しょうか。今年、悲しいことが沢山ありました。来年はさらに日本の行方が大きく

左右されますね。 
任せてください、とはいえませんが、皆で力を合わせてがんばります、と後ろ姿に

手を振ります。ぶわあああああん。 
どうぞ安らかに・・・。 

 
2011/12/29 01:33

 

Commented by shiratama さん 
横レスすみません。 
 
すずめめだか様 
 
わたしも「じみんのひび」の大ファンで、昭ちゃんが天使になってしまうところは何

度見ても号泣してしまいます。 
 
本当にキツかったです。中川さんが亡くなった時。 
会社に黒い服で行って「どなたかお知り合いが亡くなったの？」と聞かれたくらい

です。あ！中川さんの訃報、花うさぎさんのブログで知ったんです。うあああああ

あああん（壊） 
 

 
2011/12/29 01:38

 

Commented by キラーＴ細胞 さん 
 数日前、透析クリニックで懇意にしてゐた患者さんの訃報を聞いたばかりなの

に、今度は花うさぎさんですか…。辛い師走に成つて仕舞ひました。 
 然し、死は命の消滅を意味しません。滅びるのは肉体だけです。姿が見えず、

声も聞こえなくなりましたが、花うさぎさんは間違無く今も生きてゐます。それ故、

御冥福を御祈りしますとは申しません。花うさぎさん、これからも宜しく。 
 

2011/12/29 02:01

 

Commented by yohkan さん 
To shiratamaさん こんばんわ 
 
>ＧＯＤも仏もなんでも来い！ダビデの星も・・・そして蝶々がいっぱい。 
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いけません。個々の素材を取り上げちゃ。冷静に考えれば無茶苦茶な取り合わ

せですからね。全体としての雰囲気ですよ、雰囲気。 
 
>振り返っているうさぎさんの顔、今の日本に後ろ髪ひかれる想い、というところ
でしょうか。 
 
きっとわれわれにさよならって云ってくれてるのです。 
 
>任せてください、とはいえませんが、皆で力を合わせてがんばります、と後ろ姿
に手を振ります。ぶわあああああん。 
 
頑張りましょう。日本をもっと良い国にしましょう。 

 
2011/12/29 02:02

 

Commented by yohkan さん 
To shiratamaさん  
 
>中川さんの訃報、花うさぎさんのブログで知ったんです。うああああああああん
（壊） 
 
泣けますねえ。 

 
2011/12/29 02:04

 

Commented by yohkan さん 
To キラーＴ細胞さん  こんばんわ 
 
> 数日前、透析クリニックで懇意にしてゐた患者さんの訃報を聞いたばかりな
のに、今度は花うさぎさんですか…。辛い師走に成つて仕舞ひました。 
 
親しい方々の訃報ほど辛いものはありませんね。 
 
> 然し、死は命の消滅を意味しません。滅びるのは肉体だけです。 
 
そうですよね。魂は不滅です。 
 
>花うさぎさん、これからも宜しく。 
 
花うさぎさん、いつまでもいつまでも宜しくお願いします。 

 
2011/12/29 02:26

 

Commented by shiratama さん 
ようかんさま 
>>ＧＯＤも仏もなんでも来い！ダビデの星も・・・そして蝶々がいっぱい。 
 
>いけません。個々の素材を取り上げちゃ。冷静に考えれば無茶苦茶な取り合
わせですからね。 
 
万華鏡のように美しい、って誉めてますよん。それに無茶苦茶な取り合わせとい

うより、どんな存在が来ても必ず花うさぎさんなら快く迎え入れてもらえる、と理

解しました。蝶は宗教に関係なく、変身と希望の象徴でしょう？肉体を脱ぎ捨て

て自由に羽ばたく。 
距離も関係なくなりますから、きっとようかんさまのところにもいらっしゃいます

よ。 
 
ではお休みなさい。 
素敵な絵を有難うございます。蓮の花っていいですね。 

 
2011/12/29 03:22

 

Commented by sudachi さん 
yohkan さん、 
 
花うさぎさん追悼の素晴らしい絵をありがとうございます。なにかチベットの香り

がするのですが気のせいでしょうか？ 
本当に無念です。 

 
2011/12/29 05:00

 

Commented by tourokurad さん 
To yohkan さん   
 
花うさぎさん追悼のエントリ有難う御座います。 
花うさぎさんと共に過ごす時期があった幸せを感じます。 
 
yohkan さんの尽力には言葉で表わせない有り難さが有ります。 
 
このエントリに涙が止まりません。 

 

 

 

 

 

このページのトップへ戻る
 

Copyright©2006-2011 SANKEI 

DIGITAL INC. All rights reserved.
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失ってから、更に偉大な功績と暖かい心を感じます。 
５大マスコミが報道しない事に、異を唱えてブログを運営した御人でした。 
そして、エントリが行き過ぎない様に気配りする義の人でありました。 
保守日本人の凄さを実感できる環境でありました。 
日本を愛する。日本の行く末に最大の寄与をしたブロガーでした。 
 
花うさぎさんのブログはエントリにお構いなく参入者がこれは事件だと言う 
観点から延々と自説を展開する寛容さに溢れたブログでした。 
花うさぎさんのブログを一覧しただけで重要な情報が直ぐに分かると言う 
素晴らしいブログでした。 
 
そして、yohkan さんのポスターが見られると言う、二度美味しいブログ 
でした。yohkan さんとの絶妙な二人三脚はブログ界の至宝です。 
 
もう、言葉が続きません。 

 
2011/12/29 05:40

 

Commented by yohkan さん 
To shiratamaさん おはようございます 
 
>万華鏡のように美しい、って誉めてますよん。 
 
ありがとうございますん。 
 
>蝶は宗教に関係なく、変身と希望の象徴でしょう？肉体を脱ぎ捨てて自由に羽
ばたく。 
 
いいことを仰ってくださる。さすがはShiratamaさんですね。 
 
>距離も関係なくなりますから、きっとようかんさまのところにもいらっしゃいます
よ。 
 
嬉しいですね。歓迎ですよ、花うさぎさん。 
 
>素敵な絵を有難うございます。蓮の花っていいですね。 
 
花言葉は「神聖」だそうです。 

 
2011/12/29 05:42

 

Commented by yohkan さん 
To sudachiさん おはようございます 
 
>花うさぎさん追悼の素晴らしい絵をありがとうございます。 
 
こちらこそお褒めの言葉ありがとうございます。 
 
>なにかチベットの香りがするのですが気のせいでしょうか？ 
 
そう云われれば、手前のお坊さんたちはチベット仏教だったも知れません。 

 
2011/12/29 05:50

 

Commented by yohkan さん 
To tourokuradさん おはようございます 
 
>花うさぎさんと共に過ごす時期があった幸せを感じます。 
 
仰るとおり、ウェブを通して花うさぎさんと共に過ごしてきたのですよね。 
 
>失ってから、更に偉大な功績と暖かい心を感じます。 
 
同感です。本当に素晴らしい方でした。 
 
>５大マスコミが報道しない事に、異を唱えてブログを運営した御人でした。そし
て、エントリが行き過ぎない様に気配りする義の人でありました。 
 
良識派であり、とても優しい方でしたね。 
 
>花うさぎさんのブログを一覧しただけで重要な情報が直ぐに分かると言う素晴
らしいブログでした。 
 
当地LA時間で夕方（日本時間の朝）、仕事が終わると、花うさぎさんのブログに
アクセスして、その日のニュースを読むのが習慣になってました。先ずはうさぎさ

んの毎日でした。 
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>yohkan さんとの絶妙な二人三脚はブログ界の至宝です。 
 
あたしなんぞ新参者の一ファンです。ご本尊の花うさぎさんと並べて頂けるような

者じゃありません。たまたま拙ブログをご覧になって、気にいったイラストを掲載

してくださったのです。 
 

2011/12/29 08:03

 

Commented by pioneer48 さん 
花うさぎさんのボートを漕いで三途の川を渡る心穏やかな画像を見ると 
 
何と無くホッとしました。 
 
花うさぎさんさようなら・・・。 
 
yohkanさんご苦労様でした。 
 

 
2011/12/29 09:58

 

Commented by iza0032 さん 
yohkan様、お早うございます。 
 
花うさぎ様お見送りにイラスト、拝借しました。 
宜しくお願い致します。 
 
素晴らしいイラストでございます。 
神界の神々に祝福された花うさぎ様。 
素晴らしいイラストです。 
涙が出てきます。 
かえすがえすも惜しい方が逝かれました。 
 
この方は高級霊です。 
 
合掌 

 
2011/12/29 11:50

 

Commented by yohkan さん 
To pioneer48さんこんばんわ 
 
>花うさぎさんのボートを漕いで三途の川を渡る心穏やかな画像を見ると何と無
くホッとしました。 
 
淋しいですけど、またいつかきっと会えます。 
 
>花うさぎさんさようなら・・・。 
 
霊界でもブログを書いて欲しいですよね。 

 
2011/12/29 11:54

 

Commented by yohkan さん 
To iza0032さん  おはようございます 
 
>花うさぎ様お見送りにイラスト、拝借しました。 
 
どうぞ、どうぞ。ご利用ください。 
 
>素晴らしいイラストでございます。神界の神々に祝福された花うさぎ様。 
 
ありがとうございます。これだけ多くの人々に愛された花うさぎさんですもの、、神

様たちの祝福を受けますよ。熱例歓迎だと思います。 
 
>かえすがえすも惜しい方が逝かれました。この方は高級霊です。 
 
本当に惜しい方です。いずれ霊界にいくときが来たら会いたいですけどね。こっ

ちはたぶん低級霊だから会えないかも。 
 

2011/12/29 12:01

 

Commented by iza0032 さん 
To yohkanさま  
>>かえすがえすも惜しい方が逝かれました。この方は高級霊です。 
> 
>本当に惜しい方です。いずれ霊界にいくときが来たら会いたいですけどね。こ
っちはたぶん低級霊だから会えないかも。 
> 
 
いいえ、yohkan様もきっと高級霊でございますわ。国士愛国高級霊。 
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2011/12/29 12:47

 

Commented by hachiman さん 
こんにちは。

 
残念ですね。 
憂国の志士がまた一人逝かれました。 
皆様と共にご冥福を祈りたいと思います。 

 
2011/12/29 12:50Commented by yohkan さん 

To iza0032さん   
 
>いいえ、yohkan様もきっと高級霊でございますわ。国士愛国高級霊。 
 
いや、これはありがとうございます。国士愛国高級霊って戒名みたいですね。立

川雲黒斎家元勝手居士みたいな感じかなと。 
 

2011/12/29 12:52Commented by yohkan さん 
To hachimanさん  こんにちわ 
 
>残念ですね。憂国の志士がまた一人逝かれました。 
 
残念でなりません。いつもなら花うさぎさんのブログが読めるのに、と思うとつい

涙ぐんじゃいます。 
 
>皆様と共にご冥福を祈りたいと思います。 
 
はい。一緒に花うさぎさんのご冥福を祈りましょう。 

 
2011/12/29 13:00Commented by heartail さん 

http://blogs.yahoo.co.jp/heartail/63061035.html 
 
ただただショックで言葉がありません。 
もう街宣で姿をお見かけしたりお話もできないなんて…。 

 
2011/12/29 13:08Commented by yohkan さん 

To heartailさん  こんにちわ 
 
>http://blogs.yahoo.co.jp/heartail/63061035.html 
 
貴ブログのお写真拝見しました。花うさぎさんて、とても温厚そうな紳士的な方で

すね。 
 
>ただただショックで言葉がありません。もう街宣で姿をお見かけしたりお話もで
きないなんて…。 
 
一度でいいからお目にかかって、お礼を申し上げたかったです。お会いするチャ

ンスが永遠に失われるなんて、本当にショックです。 
 

2011/12/29 13:20Commented by kasm さん 
yohkanさん、こんにちは。 
 
きれいなイラスト、ありがとうございます。 
何と言うか、花うさぎさんのお人柄が偲ばれます。 
私もお会いしたことはなかったのですが、一度お会いしてみたい方でした。 
さよなら、花うさぎさん。 

 
2011/12/29 14:48Commented by yohkan さん 

To kasmさん  こんにちわ 
 
>きれいなイラスト、ありがとうございます。 
 
お褒めの言葉ありがとうございます。 
 
>何と言うか、花うさぎさんのお人柄が偲ばれます。 
 
花うさぎさんてホントに良識的でお優しい方でしたね。 
 
>私もお会いしたことはなかったのですが、一度お会いしてみたい方でした。 
 
デモなどで結構、お会いになった方々がいらっしゃるようですね。羨ましいです。 

 
2011/12/29 15:00Commented by moshi8if さん 

年末に言葉もありません。 
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日の丸にリースにＺ旗ですね。

 
いつも素晴らしい作品をありがとうございます。 
 
悲しい。 

 
2011/12/29 15:00Commented by taigen さん 

実は私もyohkanさんのブログは花うさぎさんのブログで見かけてからアクセス
するようになりました。視野を広げてくれた花うさぎさんとyohkanさんに感謝の
念でいっぱいです。 

 
2011/12/29 15:19Commented by yohkan さん 

To moshi8ifさん  こんにちわ 
 
>年末に言葉もありません。 
 
はい。思いもかけず本当に悲しい年末になってしまいました。 
 
>いつも素晴らしい作品をありがとうございます。 
 
こちらこそいつも応援ありがとうございます。 
 
>悲しい。 
 
ついつい花うさぎさんのブログにアクセスしてしまい、はっとしては更に悲しくなり

ます。 
 

2011/12/29 15:22Commented by yohkan さん 
To taigenさん  こんにちわ 
 
>実は私もyohkanさんのブログは花うさぎさんのブログで見かけてからアクセ
スするようになりました。 
 
そういう方、沢山いらっしゃいますね。有難いことです。花うさぎさんのお蔭です。 
 
>視野を広げてくれた花うさぎさんとyohkanさんに感謝の念でいっぱいです。 
 
お言葉、恐縮です。花うさぎさんは様々なテーマを取り上げて、本当に視野を広

げてくださいました。 あたしなぞまだまだ勉強中の身です。 
 

2011/12/29 17:09Commented by すずめめだか さん 
yohkanさん、花うさぎさんのお葬式に参列したいです。 
 
どこでもドア出してください。 
 
御子息が葬儀場へどうぞというコメントを書いてくださっているので、 
お参りに伺いたいです。でも東京は遠い、先週行ったばかりで都度都度行けま

せん。せめてもと弔電を打ちました。 
 
花うさぎさんを慕う仲間と集い、その遺徳を話し合いたいな。 

 
2011/12/29 17:16Commented by deliciousicecoffee さん 

本当に残念です。

私は、平均すると１週間に１回くらいのペースでお会いしていたのですが、ブログ

を通じて接しただけでも花うさぎさんの人柄が伝わったことでしょう。 
お会いしない方が、かえって切ないかもしれませんね。 
残った我々が力を合わせて、花うさぎさんの分も頑張りましょう。 

 
2011/12/29 22:47Commented by allco さん 

今、花うさぎさんは靖国放火への仇討ちへ旅立たれたのだと思って居ます。

 
いつか再会した時にきちんと挨拶出来る様に、私達も反日軍に勝ちますよ。 
 
敵は、乞食に成り下がってでも、執拗に年末政党助成金を恵まれ、ムショ族ども

が 
組織を再構築させました。並みの神経では有りません。 
 
 
 
 

 
2011/12/29 23:18Commented by hatchan さん 
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yohkanさん 
 
モデムの調子が悪くリンクが切れたり繋がったりでインターネットの調子が悪く、

昨日はパソコンがまともに使えませんでした。 
 
何もしていないのですが、今日はリンクがまともに繋がっているようです。 
それで先ほど、花うさぎさんのブログを見ると、一番恐れていた知らせ。 
悲しくて、悔しくて涙が止まりません。心に大きな穴が開いたようです。 
 
一面識も有りませんでしたが、ブログ上からも花うさぎさんのお人柄が偲ばれ、

花うさぎファンになりました。 
 
花うさぎさんのブログから一日が始まっていたのですが、、、、、 
残念でたまりません、、、。 

 
2011/12/29 23:37Commented by yohkan さん 

To すずめめだかさん  こんばんわ 
 
>yohkanさん、花うさぎさんのお葬式に参列したいです。どこでもドア出してくだ
さい。 
 
お世話になった花うさぎさんの葬儀であればこそ、参列したいですね。 
 
>御子息が葬儀場へどうぞというコメントを書いてくださっているので、お参りに
伺いたいです。 
 
えっ、そうなのですか。と云っても、LAからでが遠過ぎてうかがえません。確かに
「どこでもドア」が欲しいです。 
 
>花うさぎさんを慕う仲間と集い、その遺徳を話し合いたいな。 
 
おお、いいですねえ。いつまでも泣いているより、そのほうが花うさぎさんも喜ば

れるかも知れませんね。 
 

2011/12/29 23:42Commented by yohkan さん 
To deliciousicecoffeeさん  こんばんわ 
 
>私は、平均すると１週間に１回くらいのペースでお会いしていたのですが、ブロ
グを通じて接しただけでも花うさぎさんの人柄が伝わったことでしょう。 
 
１週間に１回とは、本当に羨ましいです。暖かいお人柄がいつも文面から伝わっ

てきました。貴重な情報はもちろん、そこが「花うさぎの世界は腹黒い」ブログの

魅力でした。ご本人にお会いしたかったです。 
 
>お会いしない方が、かえって切ないかもしれませんね。 
 
そうなのです。会えないと思うと切ないのです。そのときは気付かなかったので

すが、お亡くなりになる数日前に拙ツイッターをフォローしてくださっていて、お顔

の写真がありました。その写真を見たら、ぶわっと涙が・・・。 
 
>残った我々が力を合わせて、花うさぎさんの分も頑張りましょう。 
 
はい。微力ではありますが、coffeeさんについていきます。 

 
2011/12/29 23:45Commented by yohkan さん 

To allcoさん  こんばんわ 
 
>今、花うさぎさんは靖国放火への仇討ちへ旅立たれたのだと思って居ます。 
 
なるほど。あれは酷い事件でした。犯人を見つけ出して八つ裂きにしてやりたい

です。 
 
>いつか再会した時にきちんと挨拶出来る様に、私達も反日軍に勝ちますよ。 
 
そうですね。ここで悲しみに溺れ、腰砕けになっては、花うさぎさんに申し訳がた

ちません。 
 
>敵は、乞食に成り下がってでも、執拗に年末政党助成金を恵まれ、ムショ族ど
もが組織を再構築させました。 
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汚い奴らですね。ゆゆゆ許せません。 

 
2011/12/29 23:50

 

Commented by yohkan さん 
To hatchanさん  こんばんわ 
 
>それで先ほど、花うさぎさんのブログを見ると、一番恐れていた知らせ。悲しく
て、悔しくて涙が止まりません。心に大きな穴が開いたようです。 
 
そのお気持ちよく分かります。あたしも最初に訃報を聞いたとき、ショックで呆然

としました。涙が溢れました。 
 
>一面識も有りませんでしたが、ブログ上からも花うさぎさんのお人柄が偲ば
れ、花うさぎファンになりました。 
 
一緒です。あたしもお会いしたことないのに、昔からの友人みたいな気持ちなん

です。まさに暖かくて優しいお人柄なのですね。 
 
>花うさぎさんのブログから一日が始まっていたのですが、、、、、残念でたまり
ません、、、。 
 
毎朝、必ず更新されていましたよね。LA時間だと午後なので、夕方仕事が終わ
ると同時に花うさぎさんブログを開けるのが楽しみでした。 

 
2011/12/30 00:42

 

Commented by tourokurad さん 
yohkanさんこんにちは 
 
メールで悩み、投稿内容で悩み、 
情報取得のデータソースで悩み、データ管理で悩み、 
ブログ開設で混迷を深め、やっと形のような物が 
出来上がりました。 
 
ブログタイトル    大和心の雄々しさ  
URL   http://radtec.blog.fc2.com/ 
名前        tourokurad  
メールアドレス  tourokurad@yahoo.co.jp  
 
ヨチヨチ歩きですが、宜しく御指導御鞭撻を御願いします。 
恥ずかしいのでこっそりとしようと思ったのですが、 
少しばかり、花うさぎさんの意志を継ぎたいと思います。 
とてもの事に及びも付かない代物ですが、、、、、、 
 
画像の張り方も、動画の張り方も何から何まで知りません。 
これから勉強します。暖かく見つめてください。 
 

 
2011/12/30 01:03

 

Commented by yohkan さん 
To tourokuradさん  こんばんわ 
 
>ブログタイトル    大和心の雄々しさ  
>URL   http://radtec.blog.fc2.com/ 
 
早速、拝見しました。素敵なブログじゃありませんか。既に大ベテランの風格で

すよ。 
 
>ヨチヨチ歩きですが、宜しく御指導御鞭撻を御願いします。 
 
とんでもない。あたしなんぞ、まだブログはじめて1年ちょっとの新参者です。とも
に頑張りましょう。 
 
>少しばかり、花うさぎさんの意志を継ぎたいと思います。 
 
同感です。花うさぎさんの意志を継ぎ、また、情熱を見習いたいものですね。 
 
>画像の張り方も、動画の張り方も何から何まで知りません。これから勉強しま
す。暖かく見つめてください。 
 
難しいこともありますが、たいていのことはウェブ検索で方法が見つかります。 
お互い暖かく見つめあい（？）ましょう。 
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2011/12/30 08:08

 

Commented by tropicasso さん 
Yohkanさん、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
言葉になりません。 
お通夜に行ってきます。Yohkanさんの分までお祈りしてきます。 

 

2011/12/29 16:21大本営陸海軍部発表 十二月八日午前六時 [愛国の煙草]

2011/12/29 16:19病床向け年末年始ひきこもり院内徘徊推奨 [愛国の煙草]

2011/12/29 13:50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  ]

詳細｜一覧

 

トラックバック(3)

 
後輩にいまさら語ることもなく日の丸揚ぐる師走の八日
 

 
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。
 

 
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。
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