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カテゴリ： 安倍政権
2008 年 1 月 22 日 いいですねぇ（笑）阿比留さん！！
馬鹿なみおの少ない知識。 ８割９割は、産経新聞と、高校生の時から読んでます！阿比留記者のブログ。
2007 年 5 月 29 日 私は、１８歳なりに松岡農相を擁護する。
2007 年 6 月 3 日 とにかくイライラしている。
2007 年 6 月 4 日 なんだかなあ
2007 年 7 月 31 日 自分のことしか考えられない人たち
2007 年 8 月 29 日 なんだかなあ
2007 年 9 月 4 日 優先順位。
2007 年 9 月 12 日 悲しい・・・
2007 年 11 月 17 日 ここから再起を・・・・
2008 年 1 月 4 日 ふざけるなよ朝日
2008 年 5 月 8 日 さすが安倍さん！！
2008 年 6 月 22 日 終身刑など必要ない。
いいですねぇ産経抄。。。 こういうこと書いてくれる限り、みおは毎日 産経新聞買い続けますョ(笑）
カテゴリ： 拉致問題
2007 年 5 月 23 日
2007 年 6 月 14 日
2007 年 8 月 7 日
2007 年 8 月 17 日
2007 年 9 月 7 日
2007 年 11 月 22 日
2008 年 5 月 31 日
2008 年 6 月 13 日

増元照明さん がんばってください！！
国内の敵
「家族」をあらためて読んで。
待ったなしの問題
感性を疑うよ。
わかってはいたけれど。
拉致被害者のみなさんを奪還しなければ！！
がっかりした

カテゴリ： 社会、事件
2007 年 5 月 25 日 人権派と称する連中が憎い！！
2007 年 6 月 3 日 この２１人の弁護士は人間のクズだ！
2007 年 6 月 7 日 もったいなかったかな。
2007 年 6 月 21 日 この人たちの語る 平和 ほど信じられないものはない
2007 年 7 月 24 日 思想の対立っていやだね。
2007 年 7 月 26 日 もういいかげんにしてよ
2007 年 7 月 27 日 三軒茶屋で。
2007 年 8 月 10 日 参拝して感じたこと。
2007 年 11 月 6 日 それはおかしいよ
好きだなあ、産経新聞(笑）
2007 年 9 月 1 日 感情的になって何が悪い！
2007 年 10 月 24 日 みお怒る！
2007 年 12 月 14 日 朝日新聞論説委員の見識を疑うわ。
2007 年 12 月 23 日 ある神話の背景を読む
2008 年 1 月 29 日 合宿の記憶・・・
2008 年 2 月 9 日 なめんなよ（笑）
2008 年 2 月 23 日 これが人権擁護？
2008 年 3 月 1 日 がんばって。
2008 年 3 月 2 日 ざまあみろだね(笑）
プリンスホテルがんばれ！！ 朝日は終わってる。産経がんばって(笑）！！
2008 年 3 月 18 日 義務はどうした？
ホント、論理が破綻してるバカ新聞と、自分達だけの正義を振りかざす、クズ教員にはつける薬がないね。。。

2008 年
2008 年
2008 年
2008 年
2008 年
2008 年
2008 年

3
3
3
4
4
4
5

月 26 日
月 27 日
月 27 日
月 3 日
月 12 日
月 26 日
月 13 日

2008 年 5 月 18 日
2008 年 6 月 5 日

｢産経抄」（産経新聞の１面コラム）で皮肉ってくれないかしら（笑）
朝青龍さん
感動した。
不当判決！！
ああ、くだらない・・・
有罪は当然だ。
それは論点のすりかえです。
想像力の欠如
みおは１９年のわずかな人生だけど、心から思う。
世間も世界も、何でも話し合いをすれば解決するほど綺麗なものじゃない。
悪魔は確かにいるし、世間も世界も、実に腹黒いのだ。
残酷な現実
東京オリンピック。
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カテゴリ： その他
2007 年 5 月 22 日 五月病？

2007 年 9 月 10 日 つかれたあ。

あまり思い出したくない昔のこと

新しいスタート。

2007 年 5 月 23 日 私のパパ

みお流観戦レポート！！

悔しい！！介護の現実・・・・

2007 年 9 月 12 日 いい歌。

2007 年 5 月 25 日 むかつく〜〜

2007 年 9 月 14 日 対フィジー戦

2007 年 5 月 27 日 夢の中の不思議な出来事。

2007 年 9 月 28 日 久しぶりになっちゃった。

2007 年 6 月 4 日 おなかいたい

2007 年 10 月 17 日 伝説の試合、見てみたかったなー
ダイエット成功？

2007 年 6 月 5 日 いやな一日。
2007 年 6 月 7 日 そろそろ！！

2007 年 10 月 19 日 引き続き１０．１９の話（笑）

2007 年 6 月 9 日 今日の日記

2007 年 10 月 23 日 過労スケジュール！

2007 年 6 月 10 日 美紀ねえちゃん

2007 年 10 月 24 日 きょうのできごと。

2007 年 6 月 11 日 パパと、うりふたつのひと！！

2007 年 10 月 26 日 夜はいやだなあ。。。

2007 年 6 月 13 日 父の日のプレゼント

2007 年 10 月 30 日 愛すればこそ。

2007 年 6 月 14 日 食べたいと思う気持ち

2007 年 11 月 7 日 そうは言われても・・・・

2007 年 6 月 15 日 ひまだな。

2007 年 11 月 8 日 かわいい、いとこがやってきた！

2007 年 6 月 17 日 泣けるわ〜

2007 年 11 月 10 日 ちょっと厳しすぎないかなぁ・・・

今日の日記

2007 年 11 月 13 日 まきちゃんへ
痛くて痛くて。

2007 年 6 月 19 日 今日の日記

2007 年 11 月 14 日 深夜の激痛、そして美紀姉ちゃんが

ワンちゃん リック

やってくる。

2007 年 6 月 21 日 おかあさん

2007 年 11 月 17 日 １週間かけて立ち読みしちゃった(笑）

2007 年 6 月 22 日 大切な人 尊敬する人！
すみません

親友とは心の友なのかしら？

悔しさ

おつかれさま。泣かないで・・・
みお、おしゃれに目覚める！！

2007 年 7 月 7 日 なんだこの病院は！
2007 年 7 月 20 日 やったぁ退院だ！！

2007 年 11 月 21 日 歯医者初体験。。。

2007 年 7 月 24 日 ふるさと

2007 年 11 月 22 日 かわいい CM
明日はとうとう！

2007 年 7 月 25 日 私がラグビーを覚えたドラマ
2007 年 7 月 27 日 明日から・・・

2007 年 11 月 23 日 すきなうた

2007 年 7 月 28 日 深紅

2007 年 11 月 25 日 星の指輪

2007 年 7 月 31 日 私が恩返しできること

2007 年 11 月 28 日 野良猫ちゃん観察。

2007 年 8 月 2 日 節約 節約！！

2007 年 11 月 30 日 みお悩む・・・
山田章仁選手

公園の野良猫ちゃん
2007 年 8 月 3 日 とはいいつつも・・・

2007 年 12 月 5 日 みお 心が折れる(笑）

2007 年 8 月 5 日 ありがとう、まきちゃん。

2007 年 12 月 11 日 駄菓子やさん
監督責任と言うけれど・・・・

おばあちゃんと再会
2007 年 8 月 7 日 暑い！！

2007 年 12 月 14 日 研修に行ってきた。

2007 年 8 月 8 日 相手の立場に立って・・・・

2007 年 12 月 15 日 メリークリスマス。
みお、また悩む（笑）

泣いたよー

ファッションチェック！！

2007 年 8 月 9 日 今年こそ。
2007 年 8 月 12 日 暑さに負けそう。

2007 年 12 月 18 日 きのうの出来事

2007 年 8 月 16 日 初体験。。

2007 年 12 月 20 日 成人式か・・・・
大学ラグビーベスト８展望！

さわやかな感動。
2007 年 8 月 20 日 電気が・・・

2007 年 12 月 25 日 よし！！勝ったあ。

2007 年 8 月 22 日 ツキが、離れてゆく・・・

2007 年 12 月 27 日 リックからクリスマスカードが・・・（感激。。）

2007 年 8 月 29 日 また会おうね

2007 年 12 月 31 日 ２００２年１２月３０日の日記

一夜限りの復活！

2008 年 1 月 3 日 年末年始の日記

2007 年 9 月 1 日 スウィートシーズン

夢の決勝進出！！感動しました。

昔のこと。

2008 年 1 月 4 日 映画「深紅」を見た

2007 年 9 月 4 日 すごい行列だぁ！

2008 年 1 月 8 日 夜中にひとり泣く女（笑）

2007 年 9 月 6 日 最近思うこと。
ラグビーワールドカップ
2007 年 9 月 7 日 明日が楽しみ！
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カテゴリ： 安倍政権

2008 年 1 月 22 日 いいですねぇ（笑）阿比留さん！！
馬鹿なみおの少ない知識。 ８割９割は、産経新聞と、高校生の時から読んでます！阿比留記者のブログ。
偉ぶるわけでもなく、知識をひけらかすわけでもなく、高校生だったみおでもわかる位の文章で
当たり前の国家観や 平和や人権という言葉を好む人たちの偽善性を書いてくれています。
そして何より、安倍前総理の信頼を受けた側近記者として、在任中は 周りのひがみや、安倍総理支持の姿勢が、みおは全くそ
んな事は思いませんが、「権力の提灯持ち」などと批判にもあいながらも(笑）、独自の情報で産経新聞、特ダネを連発しました。
上杉隆さん著 「官邸崩壊」には、こんなくだりがある。（うろ覚えですが・・・）
「・・・阿比留は安倍との関係を隠すこともなく誇らしげにブログに公開している。
（略）人権派とよばれるような勢力をやぶ蛇のごとく嫌悪している。ブログにも頻繁に民主党への攻撃がエントリーされる。
代わりに安倍には、驚くほどの共感を寄せている。
（略）阿比留は偏ることを恐れない、ペンの力で安倍政権を支える運動家なのだ・・・・」
だってさ・・・阿比留さん(笑）
そんななかでも、今日のエントリーはよかったなあ。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/455191/ 【いま、なぜ再び「ＫＹ」なのでしょうか】
読んでて、みお 「そのとおり！」って思ったもん(笑） 気持ちいいものだ。
こういう誠実な方だから、安倍総理も他の記者よりも信頼を置いたんだろうなあ・・・と感じる。
そういえばこのエントリーもよかった！ちょっと感動しましたね。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/419136/ 【フォト・「鶴の恩返しをする会」と安倍前首相】
最近、和田アキ子さんの著書、「大人の叱り方」を読みました。
和田アキ子さんは、テレビを見てても、みお好感持ってたし、強い女性を演じているけれど、ほんとは優しくてあったかい、こういう
方がいなくなったら、日本はだめになるなと感じてました。
本を読んでも、ほとんど、みおの思ってることと同じだったし、自分ではしっかりできてるほうかなと思ったことも実は非常識で、反
省させられることも・・・・
いい本です（笑）感動もしました！・・・・ただ、和田さんほどの、素晴らしい見識と、美意識、生き様を持った方でも安倍総理のこと
を、単なる職場放棄、二世議員の甘さ・・・などという一部メディアの意図的な報道にのせられてるのは、非常にがっかりしたな。
今週号の文芸春秋の、安倍さんの手記を読んだけど、肉体的にも（大変な持病を抱えているそうだ）精神的にもとても追い詰めら
れ、これ以上、総理を続けることなどできなかったこと。
総理大臣は、自衛隊のみなさんの最高指揮官だから、安易に在任中は体調のことを口に出来ないことなど、今ならよくわかる。
和田さんは、「実はお会いしたこともあって大好きな人なんですよ。爽やかで誠実で・・・（略）あのお父さんの息子さんなのにやっ
ぱり二世議員というのは、どっかで甘やかされてしまうのでしょうか？・・・」
そして政治の世界は裏切りや、嫉妬の世界なんだろうなと同情しつつも、そのなかで本気になって安倍さんを叱ってくれる人がい
たら・・・
と結んでおられます。 そこだけが、みお、ちょっと違和感だなあ（笑）
国としてやるべきこと。真っ当なことをやり進めていながら、周りの大臣の不祥事に足を引っ張られ、一部マスコミの、異常ともい
える攻撃（現に今では、政治とカネだとか、事務所費が・・・とか、まったく聞かないじゃん・・・笑）
過去の政権 民主党の支持組合である、自治労のいい加減な仕事ぶりが引き起こした年金問題をまるで安倍政権が起したかの
ようにワイドショーに仕立て上げられて、参院選の大敗につながってしまったのだと、みおは思います。
でも、和田アキ子さんは好きです(笑） お説教されてみたい！！「みお、お前ねぇ・・・」って感じでしょうか(笑）

2007 年 5 月 29 日 私は、１８歳なりに松岡農相を擁護する。
高２のとき 現代社会の授業で日本の食糧事情というレポートを作った。
正直記憶は確かじゃないんですが、日本の食料自給率は４０％で、先進国最低で、諸外国からもっと市場開放を迫られてること。
私は、市場開放って、なんとなくいいイメージを持ってたんだけど、
外国の安い食料が沢山入ってくるということは、国内の農家には死活問題で、
輸入に頼らず、国内の農業を保護して 政治が支援して、鍛えていかなきゃいけないんだという感想を私なりに持った。
農業にも、自由競争の原理を持ち込もうとする勢力が多い中で、抵抗勢力や族議員と言われて、否定的なイメージで報じられて
た松岡さんは、絶対反対の姿勢を貫いていたこと。
コメの市場開放を迫られてた時は、ウルグアイラウンドで、当時の松岡さんは、「日本の農家にはこういう事情があるんだ！」って
諸外国の圧力にも、イスをける勢いで、ひるまずに慎重姿勢だったという。
アメリカの牛肉輸入再開にも慎重だった。
一貫して、日本の農家のことを一番に考えていらっしゃった方だ。
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カテゴリ： 安倍政権

安倍総理の組閣は論功行賞とか、お友達内閣ってバカなニュースキャスターや評論家が言ってたけど、
日本の農業のこれからと 国益を考えて、外国の圧力に負けない松岡さんのような強い人が、どうしても必要だったんだと思う。
いくつかよくない噂があったにせよ、農水の分野では余人をもって変えがたい優秀な人材だったんだと思う。
昨日のラジオのニュースで、農業の専門家が
「松岡さんの罪は罪として、彼の今までの功績を考えると、これほどのエキスパートを失うのは日本の農水分野にとって痛い」
とおっしゃっていた。
「安倍さんが早くやめさせてあげればこんなことには・・・」っていう連中がいっぱいいるけど、
それは結果論。そういう主張を電波でするのは、あまりにも卑怯だと私は思う。
以前、小泉さん批判をしてた人がいまやなぜか「小泉さんに比べて安倍さんは・・・」とか なぜか小泉さんを認めてるけど、
又今度は、「安倍さんがやめさせなかったから、松岡さんは耐え切れなくなって自殺した」って今度は松岡さんから安倍さんに矛
先をむけるんだろうな。
こんな、批判しかできない 野党やマスコミに攻撃材料をあたえてしまったことが悔しい。
安倍総理が、昨日の最初の会見で目頭が潤んでるのをみて、私も涙ぐんでしまった。ホントに優しい人間性をもたれた方だ。
また総理の言葉尻をとらえて、ああだこうだいってる人がいるけど、冷静になれないときの言葉の揚げ足とって、ホントずるくて最
低な人間だと私は思うな。
私は松岡さんを追い詰めたのは、マスコミだと思う。
松岡さんを悪のイメージのみで 面白おかしく報じ、
バカな高校生の私でも少し調べればわかった
彼の今までの仕事ぶりや功績など報じたことなど 賛否両論があったにせよ、皆無に近いはずだ。
松岡農相が 中国に、日本米の輸出の道を開いたこと どれだけの人が知っているだろうか。
私は、国のことを考えてこれほど仕事をされた方なら １本５０００円の水を飲もうが、企業から献金をされようが別にどうでもいい
とおもってた。
それだけに悲しい。でも自殺はダメだよ。残された人が悲しむ。
国会議員は良い法律を作って、国のために仕事をするべきだ。
対案も示せず批判するだけなら、ちょっとワイドショーみれば、中学生だってできる

2007 年 6 月 3 日 とにかくイライラしている。
はしかは、なかなか私を離れてくれない。
そんなに私、いい女かなぁ（笑）
熱はずっと７,６度ぐらいだし、おなかはなぜか痛いし、体もかゆい。
も〜う仕事しなきゃ、お金なくなっちゃうよー
テレビもあんま面白くないし、ワイドショーは、したり顔でまるで安倍総理が年金制度を破綻させたような口ぶりの芸能人や評論
家ばかりだし。
いいねぇ 批判するだけで。こんな簡単な事でお金もらえるなんて。
私は正直、年金なんてどうだっていい。自己責任じゃんて思う。
ついでに言うならば、私は支払いの領収書はなんでも ちゃんと整理して、箱にいれたりファイルしてとってあるけど、
領収書捨てたくせに「確かに払った」なんて文句言ってんじゃないよ いい年した大人が。
２０歳から全額収めても、たかが小さな紙が４８０枚。自分の老後にかかわる大事なものですら管理できないで、よく今まで社会で
やってこれたなって笑ってしまう。
領収書さえ、あれば今回の自民党案は勿論、現行制度ですら 支払いミスがあったとしても しっかり支払われるはずだ。
落ち度があるのはあなたでしょって感じです
ふだん さんざん国や政府を批判してるくせに、自分に都合のいいときだけは、
信じてたのに裏切られたようなことを言う。こういう大人信じられないね。
安倍総理は、公教育の再生と拉致問題を公約に掲げたんだから、早いとこ切り替えて、重点的にやってほしい。
民主党は、参院選は年金一本でいく それ以外にありえないと鳩山氏がニュースで言ってた。
鳩山氏は民主党の拉致問題対策チームのトップのはずだけど、拉致の解決など忘れてしまったらしい。
増元照明さんもほめてたけど、自民党は「国家の威信にかけて、拉致問題の解決」という言葉が党の公約に初めて入るそうだ。
自民党が１００％まっとうだなんて思わないけど、この姿勢ひとつとっても民主党に比べたら１００倍マシだ。
私はまだ選挙権ないけど、なんとか参院選、自民党に勝ってもらって、安倍さんの思うように政治を進めてほしい。
教育再生会議の方向性も憲法改正も靖国参拝も、私は支持します。
せっかく安倍さんが総理なんだから、もっと保守の方向へ日本を導いてってほしいな。
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カテゴリ： 安倍政権

2007 年 6 月 4 日 なんだかなあ
テレビは、安倍政権の支持率が、発足以来最低だと、どこの局もうれしそうにやっている。
実に馬鹿馬鹿しくてくだらない。女性キャスターは、国民全員の怒りです だとか これが民意だと正義ぶって言ってた。
あのー少なくとも３０％は、安倍総理を支持してる人がいるはずですが、その方々の存在は どうなっちゃったんでしょうか？
国民は年金問題に一番関心があるんだ！なんて言ってるけど、私は年金なんてどうだっていいんだけど。
国民年金支払った領収書や、証明できる給料明細 捨てたくせに、確かに支払ったとか言ってる、被害者ぶってる人は 恥を知り
なよって思う。
私のようなバカな女でも、支払いの領収書も明細もすべて、 しっかり保管してるけど。
２０歳から全額納めて、たった４８０枚の領収書 いい年した大人が これすらしっかり管理できなくて、よく社会人やってられたと
思う。
領収書さえあれば、たとえ支払いミスが起きても、しっかり不足分は支給されるはずだ。
自分自身の事すら まともに出来ないくせに権利ばかり主張してるんじゃないよ。
もちろん、年金なんて払わない 老後のことは１円もいらないから、自己責任でやるって選択肢があってもいいと思います。
ぜひ安倍総理には、早いところ、教育と拉致問題の解決 そして靖国参拝をしてほしいです。
衣食住は勿論、自由や人権という、基本的な人間の権利すら踏みにじる国家に拉致された、何一つ悪くない日本人の仲間が助
けを待っているのだ。
食べるものさえ困らず、アルバイトさえ選ばなきゃ、やまのようにあって、健康ならばだれでも１５,６万は稼げる恵まれた国で生活
しながら「格差」だとか「景気が悪い」と言って、大して努力もしてない連中に比べて、そして年金問題なんかよりも、はるかに優先
順位が高いことはいうまでもない。
国のために戦争で亡くなられた方々に、国のトップが 節目節目で 靖国参拝というかたちで、敬意を表すのは、当たり前のこと
だと私は思う。
あの時代にはあの時代の考え方があって、現代の尺度で考えるのは絶対に間違ってる。
安倍総理を支持する国民は、総理の参拝を待っていると思います。
ていうか参拝しちゃいけないって言ってる人が理解できない。なにがＡ級戦犯だよって私は思うな。
東京裁判を認めたとしても、近代法では、判決をうけいれて、罪を償ったら犯罪者じゃないと思うんだけど。
リベラルや左 とよばれる方々 もうちょっと勉強されたらいかがですか。
誇るべき日本の文化として、死者にムチうたない 死んだら水に流すというのがあったはずだと思います。
１８才の女からみても戦争の責任を、Ａ級戦犯とされる方々に全てかぶせようとしてて、非常に卑怯だと思う。
私は、いわゆる A 級戦犯なんていわれてる方々も含めて、すべての戦没者の方に感謝と敬意を表したいな。

2007 年 7 月 31 日 自分のことしか考えられない人たち
日曜日、 ２０時まで仕事。深夜までやってる家電屋さんによって、 扇風機をみる。
春から夏にかけて、麻疹になったり入院したりで扇風機すら買えなかった。おまけに超貧乏生活（笑）
とても人様に見せられない（笑）
帰宅して、なんとなくテレビつけたら選挙特番やってた。はっきりいって、背筋が冷たくなった。唖然とした。
人生の諸先輩方が出した結論だし、民主主義は多数決だっていうのはわかるし、１８才の私がこんなこと言うの生意気だっていう
のもわかる。
でも正直「う〜ん どうなの？」って思った。
今ここで、安倍総理を追い詰めてどうするのだろう。安倍政権は北朝鮮が唯一、恐れた政権だ。
今回の結果で、またしても家族会のみなさんを落胆させてしまった。そして金正日を喜ばせてしまったのではないのだろうか。
もちろん自民党が１００％まっとうだなんて思わない。
でもかつては、拉致被害者救出運動に 冷たい目を向けてたような人たちの沢山いる、民主党にこの問題が解決できるとは思え
ない。
諸悪の根源の、日教組の支援を受けてる参院民主党に、教育問題を語る資格はあるのだろうか。
北朝鮮の高官と称する男が、この選挙結果は当然だ なんて偉そうに言ってる映像みて悔しくてたまらなかった。
年金問題で民主党案のほうがいいのもなんとなくわかるし、バカな大臣だらけだっていうのもわかる。でもほんとにこの結果でよ
かったのだろうか。
安倍さんは、口の悪い人たちからは、お坊ちゃんだとか、タカ派だとか言われてるけど、
私は、いい意味で育ちのよさが、弱い立場の方々に配慮のできる、心の優しい方だと思う。
安倍憎しの人たちは一切報じないが、長年 国と裁判で争い、苦しんでこられた中国残留孤児の方々に、国が勝訴したにもかか
わらず政治判断で 独自の支援策をまとめ、今まで生活保護扱いで、６万ちょっとしか１ヶ月に支給されてなかったのを、生活保
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護の枠組みを外し、月定額で１４万６０００円、最大で２０万を超える額を支給できるようにしたのは安倍総理の決断だ。
生活保護の枠を外したことで、貯金をする、車を買ったり 旅行にゆくという 当たり前の楽しみも出来るようになったんだって。
「日本に帰ってきてよかった 日本人でよかった」ってなきながら笑顔で喜んでる 原告の方々みて 私ももらい泣きしてしまった。
ワイドショーで、小倉智昭さんが、その額じゃ旅行も貯金もできないけどね って言ってたけど、それは屁理屈だ！美緒は思わず
頭にきた。
今までの政治にかかわる人たちが放り出してたこと、苦しんでる人の苦しみを理解してあげなかったこと、それを反省し、決断し
たことは評価していいじゃんって思う。それにこれからも追加の支援を考えるとまでおっしゃってる。
どこまで反権力を気取るのだろうか？いいかげんにしてほしい。
その他にも、喘息で苦しんでこられた 東京大気汚染訴訟の方々とも和解し しっかり補償している。
そしてだれもが拉致問題の存在なんて信じてなかった頃から この問題に怒りをもってしっかり取り組んでこられたのが安倍さんだ。
光文社刊 「家族」 拉致被害者家族会著 を読むと、革新勢力が大きな顔をして 北朝鮮を礼賛してる評論家も多い時代
安倍晋太郎事務所を、わらにもすがる思いで訪ねてこられた有本恵子さんの御両親の訴えに
秘書だった安倍さんが当たり前のことではあるけど ちゃんと耳をかたむけ、関係する部署に一緒になって話をしに言ってる様子
がしっかり書かれてる。
政治家に裏切られ続けてきて、厳しい家族会の方々が、今でも安倍総理を支持しておられることからも どれだけご家族の立場
に立って、まじめに取り組んできたかがわかる。
何かの特集のビデオで ９８年ぐらいに、まだ若い安倍さんが 日本人拉致疑惑について国会で総理大臣に強い口調で迫ってる
シーンがあった。
「証拠はあるのか」 「いい加減なこと言うな」 「タカ派野郎！」すごい野党席からの野次だった。
今、野次を飛ばしたり、「拉致疑惑など国交正常化を阻止するための 日本の右翼と、産経新聞による作り話だ」って言ってた人
たちはなんて言ってるか。
安倍総理の強硬策じゃだめだ、 中韓と足並みそろえて、６カ国協議で核問題と一緒になって ゆっくり解決しようといってる
なかには、国交正常化してからでもいいじゃないかという者さえいる。１８才の私が言うのは生意気ですが、ふざけるな、恥を知れ
と思う。
確かに総理になってからは、どこか安全歩行になってる気がする。かつての安倍さんのよさが消えてしまったって悲しくなった時
期もあった。
総理の揚げ足をとろうと必死になってる、野党や朝日新聞のような連中もいるから、慎重にならざるおえないんだろうけど・・・
ただやっぱり、昔みたいに自分の信念を気兼ねしないで話してほしい。
９．１７のピョンヤンで、午前中の、北朝鮮政府のふざけた対応に怒った安倍官房副長官が
盗聴されてるのを承知のうえで、小泉純一郎総理に、大きな声で「拉致を認めないなら席を蹴って日本へ帰るべきだ」と言った
あの気迫と策師の一面を取り戻してほしい。
誰がなんと言おうと、今回バカの一つ覚えみたいに「年金があぶない」ばかり言ってた野党の人たちは恥だと思う。年金だけで投
票した人もだ。
年金問題を引き起こした社会保険庁の職員の組合 自治労の最大の支援を受けた民主党が よくもまあ偉そうに批判できると思
うよ。
日教組も含めて、安倍総理はそういう問題のある組織にも切り込んで、正しい姿を戻そうとしてる所、
これがやっぱりちゃんと評価されなかったというのは 側近の人々に問題があるのではないのかなあ。
評論家の方が、国民は教育問題や拉致問題よりも、今の自分の生活が大事なんだって言ってたけど、私はその意見は認めるけ
ど 絶対に与しない。
自分さえ良ければいいのだろうか。自分はたとえつつましい暮らしでも、もっと苦しんでる人 次世代の子を思うことこそ、本来の
日本人の姿ではないのだろうか。
まるで鬼の首をとったように総理が辞めないのはおかしい！とか、
民意は安倍総理を認めなかったってジャーナリストと称する連中が、嬉しそうに言ってるけど吐き気がするね。
安倍さん支持の３０％の意見は無視するのだろうか？いつも少数意見にも、もっと耳を傾けなければって言ってたはずだ。
自分の都合のいいときだけ数の論理を持ち出すんですね。ついこの前 「数の暴力で」って言ってませんでしたっけ。
私はやめることだけが責任の取り方だとは思わない。この程度のことでやめてもらっては困るよ。
フジテレビの特番で、櫻井よしこさんが 今までやってきた政策は素晴らしいんだ といったり、
塩ジイ？ さんが（スイマセン名前わかんない）安倍総理にむかって
「国民はあんたのやろうとしてることに ノーを突きつけたんじゃないんだよ。 あのだらしない人事にノーを突きつけたんだと思う
よ。しっかりしなきゃだめだよ
政治家に大事なのは胆力なんだから 」って言って なにか難しい昔の言葉を 安倍さんに送ったシーンがすごく暖かくてよかった。
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目頭が熱くなった。
「はいっ」って聞いてる安倍さんの目も心なしか潤んでる気がした。
美緒はさっそく辞書で、胆力って言葉調べました（笑）

2007 年 8 月 29 日 なんだかなあ
月曜日、 お仕事の休憩中、休憩室で安倍総理の記者会見が流れてた。
缶コーヒー飲みながら先輩と見てたけど、うーん安倍さん支持の私でも、ちょっと物足りなくて、がっかりした。
もっと力強さがほしいな。ゆっくりしゃべりすぎだよー（笑）
言ってることは立派だし正しいんだけど、やっぱり、ああいう話し方だと
総理の足を引っ張ることしか考えてない、安倍憎しの人たちに、「頼りない」とか言われちゃうと思う。
私は、昔のちょっと早口で、力強くて、政敵に最後にちょっとイヤミを言うとことか、好きだったんだけどな。
昔、筑紫哲也さんに「タカ派と言われてますが」って馬鹿な質問されたとき、
「国民の生命と安全を守ることを、熱心に考えるのが、タカ派と呼ばれるのなら、私は喜んでタカ派と呼ばれたいと思います！」と
言って切り返したトコ
みおは思わず拍手したもん！「かっこいい、そうだ！」って（笑）
いろいろ足を引っ張ろうとする人やマスコミばっかだから、慎重にならざるおえないんだろうけど
また昔の、力強い安倍さんに戻ってほしいです！
せっかく総理なんだから自分のやりたいようにやればいいのに（出来ないかぁ・・・・）
でも、すぐに結果がでないけど、待ったなしの問題の、拉致問題や教育問題、環境問題にしっかりとりくんでるとこ、私は評価した
いなぁ。
がんばってほしいです。

2007 年 9 月 4 日 優先順位。
８．３０の増元照明さんのブログをみて、胸が痛くなったなぁ。
こんなに政治の助けを、決断を待ってる人がいるのに、日本では、実にくだらない小さな問題（誰に批判されようが私はそう思う）
「政治と金」だかなんだか知らないけど、トップニュースで騒いでる。
今のようにマスコミが、安倍総理をなんとか引きずりおろそうと、不正をみつけようと、大臣の身辺を必死で洗って
以前なら問題にならなかった、小さな問題まで取り上げ、
おかしくないかなぁ なんか魔女狩りみたいだと私は思った。
それだけやるんだったら、全国会議員の金銭事情も すべて調べなきゃフェアじゃないと思う。
政治にまったく関係してない、一般庶民や、ワイドショーに出てるような芸能人が、したり顔で 「身辺調査は・・・・」とか「総理の任
命責任は・・・」
とか、バカじゃないのって思う。
とにかく、優先順位ってものを理解せずに、ひたすら安倍総理批判ばっかしてる、ワイドショーに出演してるような人たち
いいかげん、ご自分の政治スタンス はっきり表明されたらどうでしょうか？
中立を気取ってるけど、口汚い言葉でののしって、思いっきり偏ってますヨ
こんなことより、もっと他に、手をつける問題あるじゃん！って思う。
正義を声高に叫んで、批判ばかりしている人よりも、 だったらこの現状で何が出来るのかって考えて、もがきながらも、行動して
る人のほうが好きだな。
何が何でも、拉致問題を動かしてほしい。横田さんはじめ、皆さんの笑顔がみたいです。
増元さんと同じように、私も安倍総理を信じたいです。

2007 年 9 月 12 日 悲しい・・・
１３時から、１時間お昼休み。めったに１時間もとれないので、嬉しくなっていつもはコンビ二だけどドトールに。
携帯ラジオで、「安倍総理が辞任」のニュース。信じられない。 ショックだ。立ち直れない（笑） 力が抜けてしまった。
健康上の理由なのだろうか？
この出来事を、大喜びしてる人は多いだろうな。朝日新聞、社民党、共産党、週間金曜日に登場するような人達。
日教組、自治労、などの組合の連中。そして中国、北朝鮮。
あー 反日勢力の高笑いが聞こえてくるわ。
「テロ特措法」の問題が、とっても大事で、自衛隊のみなさんの撤退は、いかなる場合でも許されないことは、なんとなくわかるけど
それでも、これからの日本のため、拉致問題の解決と、教育問題のために踏ん張ってほしかった。
伝統と歴史に敬意を払う、保守の精神をもっと根付かせてほしかったな。
私は、誰になんていわれようが、安倍総理はすばらしい総理だったと思う。
こんなに教育問題に熱心に取り組んだ、総理大臣がいただろうか。
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家族会の皆さんに信頼され、拉致被害者救出に情熱をかけた総理大臣がいただろうか。
歴代で初めて、中国残留孤児のみなさんや、東京大気汚染訴訟の原告のみなさんと、和解し賠償した。
本当に優しい方だ。私は今でも、心のそこから心酔している。
「戦後レジーム」にしがみつき、安倍総理批判をしてた人達、
河野衆院議長や、加藤紘一さんはかつて、「私の責任において、北朝鮮にコメ支援をさせてください。必ず解決します」
と、拉致問題を後回しにしての支援に猛反対してた、家族会の皆さんの反対を振り切って、支援した。
その結果は、ご本人たちは今、どう思ってるのだろう。
もう叩かないであげてほしいって思う。散々、今まで叩いたじゃん。
登場するのが早すぎたのだろうか。私にはそうは思わなかった。こういう国を作りたいって、初めて明言された総理大臣だと思う。
ああ、もう当分テレビは見たくないな。優先順位や、本質を理解せずに 正義ぶって批判することに、気持ちよくなってる
バカな芸能人や、したり顔のジャーナリストと称する連中の、顔を見るだけで体調が悪くなりそうだ。
月曜日の所信表明演説
「すべての拉致被害者が帰国するまで鉄の意志で取り組みます」のところで、参議院の、野党席から笑い声がおきた。
とうとう、本性をあらわしたな。
許せない。 こういうことを報じないマスコミも、批判勢力も腐ってる。 あの野党のヤジって何？ 人が話してるときは聞こうよ。
批判にも責任が伴う。ってこと。いい年してわかんない馬鹿な人達だ。批判だけなら誰でもできる。
安倍さん。お疲れ様でした。 ゆっくり休んでください。 しかし、残念。みおは悲しい。この路線を、しっかり継承してほしい。

2007 年 11 月 17 日 ここから再起を・・・・
安倍前総理（この響き、悲しいなあ）が、国会に帰ってこられた。
若干、ふっくらされた感じで、元気そう。よかった。
「無責任な投げ出し、混乱に陥れた」とか好き勝手言ってる連中は、具体的にどんな混乱になったか説明してほしいものだ。
私は生活してて、何一つ混乱も、変わりもしない平和な毎日だったけど(笑）
参院選後には、「やめろ、やめろ！」と言ってた同じ口で、まったく逆のこと言ってんだから、いかにいい加減な連中かわかる。
精神的に追い詰められ、ご病気になられてまで 朝日新聞をはじめ一部マスコミに口汚く罵られ
政治の知識などかけらもないような文化人によって 「悪いリーダー」の象徴のように言われてる。
いい年して「安倍総理はＫ・Ｙ」とか言ってんじゃないよ。バーカって感じです。
私は去年まで女子高生だったけど、そんな変な言葉使ってるひと。まわりにいなかったけど(笑）
ちなみに朝日が、文化人を使って宣伝した「アベする」（物事を途中で投げ出す人 らしい）という標語は、
ネット上の良識ある方々によって否定され、存在しないものを、自分たちの主義主張を達成するためにあたかも存在するように作
り出す
「アサヒる」という言葉が生まれたんだって(笑）
ホント朝日新聞って、でっちあげだらけの反日、極左新聞だなあ。
かつて、「日朝国交正常化の前には日本人少女拉致疑惑など障害がいくつもある。と 書いた新聞だもんね。
しかし教育基本法改正、教員免許の更新制によるダメ教師の排除、国民投票の制定、社会保険庁の解体、官僚の天下り廃止な
どやるべきことはやったのだ。
「安倍政権は１０年分の仕事をした」と評価する人もたくさんいる。
現に今だって、法律一本しか通って無いじゃん。
というと、バカの一つ覚えのように 強行採決したからだ！と言うけど、野党が採決させない為、遅らせて廃案にするため
どれだけ汚い手を使うのか意図的に無視するんじゃないよ。
それならばなぜ、安倍総理を全面的に支持してた拉致被害者家族会、救う会の方々から、
「裏切られた、許せない！」などの言葉が１つも出てこないのか。
「最近、憔悴しきってたので心配していた。充分休養されて元気になって、またお力を貸してほしい。
次の総理になる方にも安倍路線の継続をお願いしたい」（９月１１日、増元照明さん）
「はっきりいって、安倍さんのやってることは政治家として当たり前のことや。でもそれをしてこなかった他の奴らがだらしないんや。
人の命の重さを知り、政治家としてこれだけは と、国民の命を守るために何をすべきか、
拉致という許せない行為に、国の威信をかけながら問題解決に取り組む。、しっかり怒りの声をあげる。
その当たり前のことを、当たり前として誠実にできてるから、安倍さんは信用できるんや」 （有本恵子さんのお父様、明弘さん ）
「ここぞというときにいつも力を貸してくれて、一緒に戦ってくれるんですね。やっぱり子供のときにご両親が不在がちで
さびしい思いをされたせいか、人の心の痛みのわかる優しい方です。ただ、裕福な家庭に育って大きくなられた方とは違うと思い
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ますね」
「人として一番大事なことは、命の大切さとか親子の絆を大事にする そんな人の心があるかどうかではないでしょうか？
安倍さんには見えない部分に、そうしたものがちゃんとあるように思えます。根本的なところが優しい方だと思いますね。
まだ若い政治家ですが、情の深さ、誠実さを感じさせる人です。
私たちにとって、やっぱり安倍さんは頑張ってやってくださってるな、と思えますから・・・・
そうしたことの積み重ねが、我々家族会の中で信頼感になっているのだと思いますね。」
（横田早紀江さん、「安倍晋三ドキュメント 講談社刊」より）
わかる人にはわかってるんだなあ
もうこれからは、何か制約を受けることも、前例に縛られる必要も無いのだから ご自分の信じることを主張してほしい。
まだまだ政治家としては若い５３歳（１８の私が言うのも生意気ですが） 保守派の政治家の方々と一緒に活躍してほしいなあ
みおは今でも、政治のことはわかんないけど、安倍前総理に心酔してますヨ。

2008 年 1 月 4 日 ふざけるなよ朝日
朝日新聞の夕刊一面に「素粒子」という、みおの大嫌いな、品のない薄汚いコラムがある。
朝日新聞と考えのあわない人は、醜い言葉で とことんこき下ろす とても中立公平とは思えないコラムだ。
まあ 朝日にそんなもの最初から期待してないけどさ。過去にも亡くなった軍人の方を、亡くなった翌日に罵ってた
http://komoriy.iza.ne.jp/blog/day/20070908/
１２月３１日の朝刊で、河谷史夫という このコラムを書いている論説委員が、この一年を振り返った記事を書いている。
題名は「うそで固めた国で」 ああ、やだやだ、マイナス面ばかりことさら強調して、不安を煽る。朝日らしいね（笑）
まずお飾り程度に今年は偽装の一年だったと振り返り、（まあ、それはいい。ほんとのことだから）
そして、ここからが朝日の本領発揮（笑）
いきなり、朝日の大嫌いな安倍晋三前総理の個人攻撃に話が飛ぶのだ。
そして一番のいんちきは、「戦後生まれ初の宰相」の「美しい国」だった。 安倍総理はだいたい出てきたときから、うろんであった
と今更言うのも、せんないが、先代の仕掛けた郵政選挙での大勝という、おみあげつきで引き継いだに過ぎないのにそのくせ「美
しい国」だの、「戦後レジームからの脱却」だのと、さえずりだしたのが、どうにも奇妙に聞こえた。
年金問題でも、最後の一人にいたるまで記録をチェックしていく と大見得を切り、参院選に負けても政権継続を宣言し内閣改造
までして、そして「私の内閣」を放り出してしまった。
（略）今年は、国民を美しい国に連れてくと約束し、年金問題を解決すると約束した総理が、約束など知ったことかと、勝手にやめ
てった年として記憶されるだろう。
（略）嘘で固めた国で生きてくには、もう求めないことだ。来年から少しは利口になろうと思う。
だってさ（笑） バーカって感じです。本当に品性のかけらもない新聞だ。
ちなみに うろん というのは、怪しげで信用できない様子 「せんない」は無駄 「さえずりだした」 は女子供がやかましく騒ぎ
立てると言う意味らしい。
いい年して、安倍総理を「K・Y」と嬉しそうに叫び、「アベする」なんて、誰も使ってない言葉を、さも流行ってるかのように言う
朝日新聞のほうが、よっぽど「うろん」だよ(笑） それにしても「アサヒる」には笑ったな。
難しい言葉を使うとことか、自分の知識をひけらかしてるようで、実にいやらしい。
体調を壊されて、やめてった方を 朝日新聞ごときに罵られるいわれはない。
郵政選挙で〜 というが、国民は、４年の任期も考えて投票したはずだし、
現にあのころ 焦点は郵政だけじゃない ほかにもたくさんあると言ってましたよね。朝日新聞さん。
私は、安倍総理は、やるべきことをしっかりやられたと今でも思う。
拉致問題でも政府直結の対策本部をつくり最重要の政策としたからこそ、今でもしっかり引き継がれてるのだ。
極端なこと言えば、みおは生活のことなんてどうでもいい。期待してない。私の力でなんとかするもん。
でも私の手が届かない教育のこととか、国を守るってこととか、未来の日本のこと、文化を創ってくれた先人たちを敬うこととか
そういうこと国会議員はやるべきではないのかって思います。
１８歳のみおの目から見て、そういうことにしっかり取り組んでおられたのが、安倍総理であり、安倍内閣だったと思います。
「朝日の言うことと反対のことをやれば、すべてうまくいく」と評論家の方が言ってたけど、ホントにそのとおり！！
「私が安倍さんの意思を継いで、必ず保守政治を再建する」と、平沼赳夫先生が言っておられた。
ああ、うれしい・・・こういう真の保守の気概を持った方が、安倍政権の中にいてくれたらなあ。
横田早紀江さんは、最近発売された著書のなかで、言ってくださった。
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「安倍さんは、今まで拉致問題を解決するために何度も力を貸してくださりました。（略）安倍さんが総理を辞められたことは残念
でなりません。
でもこのまま続けていたら倒れてしまったかもしれない。今は休息の時です。
不幸にして体調を崩されましたが、これからも力を貸していただけると思います。
このままで終わるような方ではないと信じております」
私は、日本が嘘で固めた国なんて思わない。朝日は、まあ勉強程度には読むけど、絶対参考にはしないもん（笑）
みおは、朝日新聞が、反吐が出るぐらい嫌いです。

みおボード http://ameblo.jp/mio8921fuku/ より
2008-05-08 20:43:04 さすが安倍さん！！
訪日中の、中国の胡主席と総理経験者との食事会で、融和ムードで和やかに進む中、安倍晋三前総理は、
「チベットの人権問題を憂慮している。ダライ・ラマ１４世との対話再開は歓迎するが、オリンピック開催と同時に
チベットの方々の人権状況も良くなったという結果を生み出さなければならない。」
会場内には緊張感が走り、出席者はみな気まずそうに黙り込んだ・・・
安倍氏はさらに、同じく少数民族のウイグルの問題にも言及する。
日本に留学し東京大学に在学中の９８年、中国に一時帰国した際、国家分裂を扇動したとして当局に逮捕され
もう１１年になるという、ウイグル人 トフティ テュニアズ氏に触れ
｢彼の家族は日本にいる。無事釈放され日本に帰還されることを希望する」と求めると
胡主席は｢私は知らないので、しっかりとした法執行が行われているかどうか調査する」と述べたが
チベット問題に対しては反応しなかった。
外務官僚の一人も、「あれはよかった。さすが安倍さんだ」と喜んでいた・・・
安倍発言で守られた「日本の名誉」
いやぁ・・・うれしかった(笑） さすが安倍さんだ！！って、みおは阿比留記者のブログや、産経のニュース見てて思ったな。
まぁ絶対、今夜のニュースや、明日の新聞（産経以外）に載ることは無いだろうけどさ。
安倍さんは２月に来日した、中国のトウ・カセン国務委員との会談でも、
ギョーザ問題での日本人の反中感情を伝え、真相を解明して解決しなければならない と抗議している。
小沢なんて、昨日会談しても、ギョーザ事件も人権問題も一言も触れてないじゃん！！恥を知れよ(笑）
みおは安倍さんは、最後は残念な幕引きだったけど、素晴らしい総理大臣だったと今でも思っている。
中国との対話が再開したのも、いや別に、みおは隣国だから何が何でも仲良くしなければ・・・みたいな
主張はバカじゃないかと思いますが、
安倍さんが、「靖国にいくとも行かないとも言わない」と自らの信念をあえて封印して、
中国を対話のテーブルに引きずりだしたのだ。
その他にも、政府に被害者家族が熱望していた拉致問題対策本部を作り、
北朝鮮の核実験にも毅然と対応し、誰もができなかった制裁をかけ
「めぐみ引き裂かれた家族の３０年」の原盤を政府で買取って、全国の学校で上映したり
世界中を回って、どんな小国にも拉致問題の悲惨さ、そして緊急の課題として協力を要請したと聞きます。
もちろん結果を残せなかった責任はあるにせよ そういった姿勢がいまだに拉致被害者家族会から
「安倍さんは本当によくやってくださいました。安倍さんが辞められたことは非常に残念です。
でも、このまま続けていたら倒れてしまったかもしれない・・・今は静養されるときです。
また元気になって、力を貸していただける事を信じています。このままで終わる方ではない。
そう信じております」 (横田早紀江さん著｢めぐみ手帳」）のように、政治家に裏切られ続けてきた
増元さんも有本さんも同様、だれひとり安倍氏を責める人はいないのだ。
国内では、教育基本法を改正し、ゆとり教育にも歯止めをかけ、日教組の横暴にだってメスをいれた。
社会保険庁の解体、公務員制度の改革、
憲法に明記されていながら、立法府の不作為で制定されていなかった国民投票法も制定した。
朝日は異常な新聞だから論外だけど(笑）、
安倍さんを無責任だ。ＫＹだ。なんていうやつらは（筑紫哲也、古館、小倉智昭、鳥越俊太郎など）
事実をちゃんと報じず、あんたたちこそクズ野郎だって、みおは罵ってやりたい(笑）
ちなみに近くにいた、阿比留記者が言うように 昨夏 諸外国訪問など激務で、体力的にも限界を通り越し
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ご本人も述べてるけど、最後は大腸の持病で力尽きた。
とても１日中、拘束される代表質問には耐えられないと辞任をご決断されたのだと思う。
入院し、臨時総理を置くことを考えたが、現行法では無理だとわかり策が尽きたと聞いた。
一年間とはいえ、必死に国のために働いた方を、
この国の世論と称する多くの人たちは、なんであんなに口汚く罵れるのか、
みおには、まったく理解できないです。
いやぁ・・・今でもあの悔しさが蘇ってくるなあ(笑）

2008-06-22 17:15:39
１８日産経抄より

終身刑など必要ない。

・・・・２６歳の青年は逮捕から２０年近く生きながらえたが、殺された子供たち４人は かわいい盛りで時計が止まったままだ。
鳩山邦夫法相は、就任以来１３人の死刑執行を命じた、平成では最多の執行数とあって
「鳩山法相は、ほぼ２ヶ月置きに死刑を執行し、ベルトコンベアーのごとく処理している」
と、かみついた国会議員の集団がある。
亀井静香氏が会長を務め、加藤紘一 福島瑞穂氏といった、おなじみの面々も名を連ねている超党派の
｢死刑廃止を推進する議員連盟」だ。 亀井氏は｢法相の資格もなければ人間の資格もない」とまで
罵ったことがあるが、正義は鳩山氏のほうにある。
(略） 宗教上の理由から在任中、死刑執行の命令を一度もしなかった法相が何人かいるが
彼らこそ法律違反者なのだ。
(略）国家権力による殺人だ という死刑廃止論者の理屈は一見もっともにみえる。
だが凶悪犯の衣食住を保障し、国民の税金で一生のうのうと過ごさせることが社会正義にかなうはずがない
(略）欧州連合（EU)では死刑を廃止してるので日本も、という出羽守（でわのかみ）は
さっさと文明の都、パリあたりに移住したらいかがか。
いいですねぇ産経抄。。。 こういうこと書いてくれる限り、みおは毎日 産経新聞買い続けますョ(笑）
終身刑を導入することが すべての解決に繋がるみたいな、馬鹿な論調には、もうウンザリだ。
なんで国民の税金で、何人も殺した殺人者を生かさなければいけないのだ・・・と、みおは思うのです。
この議連とは違うが、「量刑制度を考える〜」とやらで、終身刑の導入
裁判員制度を導入する来年から、心理的な負担を少なくするため、全員一致じゃないと死刑を認めない・・・
など、あきらかに段階を踏んで、死刑廃止へと繋げたい人たちの魂胆がみえみえで みお吐き気がするよ。
しかし・・・この議員の方々。ほとんどが｢日朝国交正常化議連」の連中じゃん！！
安倍さんが、拉致問題を軽視して、国交正常化を急ぐ連中を
｢百害あって利権あり」と言って、一部の連中が猛反発してるみたいですが(笑）
さすが安倍さん！！ みおは拍手しました。
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2007 年 5 月 23 日 増元照明さん がんばってください！！
高１の７月 私は１週間だけ東京にいました。
パパを亡くし,もう３年以上 どこか、ぬけがらのようになっていた私。田舎だから色んなことで白い目でみられて
高校は楽しかったけど、家に近くなるにつれてふさぎこんでました。
母はそんな私を心配して、東京のおばさんの家にあずけてくれた。
初めての東京は見るもの全てが新鮮で、楽しかった。茨城から逃げたいって心底思いました。
ある日、おばさんと新宿を歩いてて、参院選に立候補されてた 拉致被害者家族会の増元照明さんが必死で演説してました。
「同胞を救出できない こんな国でほんとにいいのか」そんな言葉が頭に残ってます。
増元さんは握手しただけの私の事なんて覚えてないだろうけど、私は３年たった今でも はっきり覚えてます。
焼けて真っ黒な肌、大きな手 お姉さんの行方がわからず、家族で話題にすることすらタブーだった何十年があって
たくさんの苦しみ、かかえていらっしゃるのに 内面からわきでる とってもやさしそうな笑顔だった。
選挙権もない私に丁寧に握手してくれて「よろしくね協力してね」って言ってくれました。
いまでもアメリカ行ったりルーマニア行ったり、国際社会に拉致問題の非道さを訴えるために、世界中走り回ってて
ニュースで拝見するたび胸が熱くなります。
増元さんのブログみてると、いかに革新系のマスコミや識者が意図的に 自分たちと考えが違う安倍総理を陥れようと
自分たちに都合のよい解釈をしてることがよくわかりました。
わたしも正直 安倍総理になったら、拉致問題が少しは動くかなと思ってて、ちょっと最近がっかりしてたけど、
あれだけ政治家に裏切られて 政治家に厳しい増元さんが安倍総理を１００％信頼し 今の政策を支持し感謝している。
増元さんが各国をまわって感じた、ニュースにはならないけど、安倍総理の地道な努力が実を結んでいること 北朝鮮包囲網が
出来ていること教えてくれました。
私も、去年の公演見に行って、増元さんが言ってたように
「安倍総理を信じます。100％支持します」 安倍さん 批判ばっかしてる連中に負けないで自分の信じた道を突き進んでくださいね。
増元さんこれからも元気で、１日もはやく るみ子さんと再会してくださいね！
美緒はこれからも遠くから応援してます。
それにしても年金も景気も確かに大切だけど、何も悪くない 同じ日本人がある日突然拉致されたのに、いまいち怒らないこの国
はどうなのかなあ。
少なくとも、拉致は ありえない、でっちあげだって言ってた あるいは過去の不幸な歴史があったから 拉致が起こったみたいな
論調を今でもしている朝日新聞や社民党や革新系の人たちに、安倍さんや増元さんや この問題にかかわってる人びとを、強硬
派などと批判できる資格はないと思います。
パパを亡くして 現実から逃げてばっかで不幸ぶってた あの夏のわたしは 世の中には もっと苦しまれてる人いるんだなって
学びました。

2007 年 6 月 14 日 国内の敵
北朝鮮による拉致被害者、石岡亨さんと松木薫さんを拉致したとして、よど号犯の妻２人に逮捕状が出た。
関与は数年前から明らかだったのだから、やはり遅すぎる。
日本に帰国している、よど号犯の子供たちからも臆することなく事情を聴取するべきだ
昨日のスーパーモーニングで、鳥越俊太郎さんが、「私たちは、この問題、10 何年前に番組でやったんですよ。何で今、このタイ
ミングでって気がするなあ・・」
と にやけながら言ってた。
おそらく彼が言いたいのは、安倍総理が選挙対策で、国内で支持率が低くて困ってるから、国民の目をごまかすために
困ったときの拉致問題で、ただ強硬的にやってるのだって言いたいんだろうけど、
ばかじゃないのって思う。さりげなく自分の功績を言っちゃう所もやらしいと思うし。
安倍総理がトップに立ったことで、初めて 拉致を許さない、追及する態勢ができたのだ。
今までの政権や政治家は、北朝鮮に過度の贖罪意識と核の恫喝からタブーを作って、９．１７以前はもちろん、それ以降もやるべ
きことをやってこなかった。
国内にも、人道問題や、過去の謝罪っていう問題と強引に結びつけて、拉致問題の解決を遅らせようとする連中が山ほどいる。
やはりトップが替わることって大事なんだと思う。安倍総理が強硬派であるおかげで、はじめて、この問題にかかわる現場の警察
庁、その他の方々が解決と追及のために自由に動けるようになったんだと産経新聞に書いてあった。
増元照明さんがよく言っている、安倍総理の足を引っ張ることしか考えてない、この国のマスコミは国内に潜む敵対勢力だってお
言葉に 私もあらためて共感した。
ただ反米 反体制 反権力の鳥越さんのようなジャーナリストやマスコミは、少なくとも拉致問題においては不勉強で解決を遅ら
せるだけだ。退場していただきたい。
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2007 年 8 月 7 日 「家族」をあらためて読んで。
拉致被害者家族会のみなさんが書かれた「家族」をあらためて読んだ。
どのご家族も、わたしの想像できない、発狂しそうな毎日を過ごしてきたんだと感じた。
北朝鮮の関与がわかるまで、どうなってしまったかすらわからずに、悲しくなるので、
家族の間で、話題にすることすらタブー視してこられたっていう、お気持ちは、ぬくぬくと暮らしてる私には、一生理解できないと思
いました。
仕事帰りに、外で読んでても、涙が止まらなくなってしまう。
だからこそ、拉致問題のような一番、大切な問題を後回しにして、年金問題をはじめ実に小さなくだらない問題で、
異常なまでの安倍総理批判をした朝日新聞をはじめとするマスコミは、私は憎しみすら感じる。
増元さんは、もはや国民は拉致問題の解決など望んでないということだ とまで言い切って失望しておられた。
この意見には賛否両論あるだろうけど、今まで、なにかあったときのみ拉致問題を報じ、横田さんご夫妻や増元さんをゲストに呼
んで、
「私も子供がいるから お気持ちはわかる」とか「誰もが解決を願ってる」とかいって、
正義ぶって、「国はもっと拉致問題に力いれるべきだ。」とか「強硬策じゃだめだ」と言ってた人たち
今回の参院選で、「拉致を忘れるな。」と少しでも報道しただろうか。あるいは、ここ３ヶ月、拉致問題を報じただろうか？
こういう人たちが、今、安倍総理は国民の声を聞いて退陣すべき！とか解散すべきだといってるのを見ると、
「なるほどね」って美緒は思わずおかしくなってしまう。
大和田獏さん、筑紫哲也さん（この人は、「拉致被害者に落ち度があるなら、日本人に生まれたことだ」とか、
さんざん、わけのわからない、ひどいことを言ってきた人だ。） あなたたちですよ。
それはともかく、増元るみ子さんのお父様、正一さんの
「るみ子 父ちゃんもね。こんな姿になってしまって、もう迎えに行けんから帰ってきてくれ」
「わしは、日本を信じる、だからお前も日本を信じろ」という最後の言葉は辛かったです。
安倍総理でなければならない理由。それは拉致問題以上に大切なものなどないからだ。
何が格差だ。笑わせるなって思う。こんな恵まれた国に生まれて、甘えるなよ！
私には、憲法９条を守れって、金切り声で叫んでる人が 空々しく見える。
「諸外国の公正と信義に期待して、武力をもたないことにした」 結果、
国を守り、日本人の生命を守るという、当たり前のことタブー視して、易々と北朝鮮工作員の上陸を許し、
１３才だった横田めぐみさんや、多くの日本人の青春と未来は潰されてしまったのではないのだろうか。
こんなこといったら怒られるかもしれないけど、私には、憲法９条が、拉致を引き起こしたのではないかと思いました。

2007 年 8 月 17 日 待ったなしの問題
北朝鮮で、大雨による大水害があったらしい。
ニュース見て、拉致被害者の方々は大丈夫だっただろうかって心配になった。
横田さん夫妻をはじめ、心配でたまらないと思う。このニュースを伝えるキャスターが、拉致被害者の存在に一切触れないことが
信じられない。
ああ、何たる感度の低い人たちなのだろうと思う。
もう、日本国民は、拉致被害者救出を、緊急の課題としては、あきらめてしまったのだろうか？
拉致解決を最重要課題と、言い切った安倍総理をあそこまで叩くのをみてると、そう感じてしまう。
私は、もう待ったなしだと思います。本を読んで、湾岸戦争のとき、国連で、合意して多国籍軍を作ったと書いてあった。
国連の一番大きな決議で、「拉致被害者をだせ。さもなければ、救出に入るぞ」と出来ないものだろうか。
アメリカ人は、横田さんや増元さんに「アメリカだったら １人の被害者でも救出に入る」と言うそうだ。
それが普通の国だと思う。自衛隊の方々が、アメリカ軍と一緒になって救出に入る なぜそれができないんだろう。
許される戦争っていうのがあるのならば、拉致被害者の方々を救出することだと思います。そのための日米同盟だと思う。
言葉は悪いけど、護憲派の方々、国交正常化優先の方々 ６カ国協議にこだわるひとたち、
拉致被害者家族会の高齢の方々に 再会させずに死なせるつもりですかと言いたい。
私たちの国に、不法に侵入してきた工作員が、ごく普通の若者をさらっていったのだ（日本人の協力者がいたという、うわさもあるが）
もちろん、だからこそ、自衛隊の方々の待遇も名誉も、もっともっと上げなければいけないと思う。
万が一、任務中に亡くなったら、残されたご家族の生活は、一生、国が面倒みるとか。
こないだ、靖国神社に行って、すばらしいのは、平和憲法なんかや戦後ではなく、はるか昔からの、日本人が築いた伝統だと思
いました。
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それでも、私は、日本を信じたいです。
きっと、裏では、各国の工作員が、北朝鮮で拉致被害者の行方を探してくれてること
安倍総理が、いざとなったら、従来の枠組みや、憲法にとらわれず、救出のため、政治生命をかけてご決断してくれること。
一日も早い、横田めぐみさんをはじめとする、多くの人の日本への帰国を願いたいです。

2007 年 9 月 7 日 感性を疑うよ。
日朝作業部会において、 いつものように何の進展もみられなかった。
日本側は、いつものように北朝鮮が「拉致は解決済み」との文言を今回は使わなかったから成果があった、と言ってるけど
その程度のことで成果ありと言えてしまう神経が理解できないな。
本当に、外交に当たってる、外務省の偉い人たちは、北に拉致された方々の、命がかかった問題と考えてるのだろうか。
年老いたご両親、ご家族に一日も早く再会してもらいたいと考えているのだろうか。
インタビューを受けてた、横田早紀江さんが、少し痩せられたように感じて切なかった。
「生活が第一」などときれいごと言って、拉致のラの字も聞いたことのない、民主党の小沢代表や、
最近まったく拉致問題を報道せずに、一段高いところから偉そうに安倍総理批判をしてるワイドショーの連中が、
今回の北朝鮮の対応をまったく批判しないのが、私には理解できない。
これだけ、ふざけた態度をとり続ける国に対して、朝日新聞は相変わらず
６カ国協議に基づいて、北朝鮮支援に日本も参加すべきだなどと、「バスに乗り遅れるな」的なことを言ってる。
そんなバスなら乗らないで結構だ。たとえ日本は孤立しても拉致問題で進展なければ、支援も国交正常化もすべきじゃないと思
います。

2007 年 11 月 22 日 わかってはいたけれど。
土曜日深夜、フジテレビで放送された映画「めぐみ引き裂かれた３０年」を見る。
横田めぐみさんが拉致された１９７７年から、時系列で、ニュース映像、インタビューで繋いでいく、
アメリカ人の監督が横田さんに密着して撮影した映画。
ナレーションや、余計な演出がない分、「拉致」という犯罪の悲惨さ そして家族を引き裂かれた悲しみが伝わってきました。
深夜一人でテレビ見てて、もちろん悲しくて悔しかったけど凄い怖かった。
衝撃的だったのは、失踪直後ワイドショーの家出人探しのコーナーで、写真を持って懸命に訴えてるシーン。
「めぐみちゃん、あなたが何も言わずに家出するなんて、どうしても信じられないのです。」という早紀江さんのお言葉に胸が痛か
った。
何故いなくなってしまったのか、それすらわからずに、その後２０数年 きっと発狂してしまいそうな日々を過ごされて来たのでは
ないかと思います。
真冬の「コメ支援反対」の座り込みで 「北朝鮮にコメ支援することが、なぜ拉致解決になるんだ！」という支援者の方と掴みあって
「何だお前、コメ支援に反対するなら選挙で当選してこい！」と言い放った国会議員。
ちなみにこの時、今でも偉そうに批判ばかりで（この人の場合は、罵詈雑言、暴言の類ですが・・）なんら政治家としての実績も成
果も出してない
田中真紀子さんは、寒さに震えながら座り込み、抗議している家族の皆さんの前に突然現れたそうです。
以下、光文社刊 「家族」拉致被害者家族会著より抜粋
「コメ１０万トンなんて出したらだめよ！」地元が新潟でしかも女性、この人なら家族の心情をわかってくれるものと期待した。
だがその後に真紀子はこう言い放ったのだ。
「１００万トンでも出したら、どお？」 （蓮池）ハツイさんは、そのときの真紀子の口調を、今でもそのまま真似できる。
この人は自分たちが拉致された被害者の家族だと知ってて、わざとこんなことを言うのか。
・・・美緒はこの人嫌い。テレビで見るたびいらいらする。今偉そうに、小泉元総理や安倍前総理の、北朝鮮への対応を批判する
前に、ご自分がどれだけ拉致被害者と家族の皆さんに冷淡だったか、よく胸に手を当てて振り返ってもらいたいものだ。
去年、有名な文化人の方が、「ちょっと政治的すぎるのでは？」ってこの映画に批判的なレビューを書いてたけど
拉致という行為をなかなか認めず、また葬り去って国交正常化の利権に群がろうとした、マスコミや国会議員がたくさんいたのは
事実だからしっかり描いて、批判することは大事なのではないかと思いました。
そしてやっぱり９．１７のあの記者会見が見てて辛かったです。
横田早紀江さんの、お言葉に胸が震えました。
「日本の国のために、このように犠牲になって苦しみ、また亡くなったかもしれない 若い者たちの心のうちを思ってください。
こうして政治の中の大きな問題であることが暴露しました。このことは日本にとっても北朝鮮にとっても大事なことです。
そのようなことのために、めぐみは犠牲になり また使命を果たしたのではないかと、私は信じております。
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いずれ人はみな死んでいきます。本当に濃厚な足跡をめぐみは残していったのではないかと思うことで・・・
私はこれからもがんばってまいりますので、皆様と闘ってまいります。
めぐみちゃんを愛してくださった皆様、いつも取材してくださった皆様 心から感謝します。
まだ生きてることを信じて、これからも闘ってまいりますので・・・・ありがとうございました。」
突然、愛する娘の死亡を一方的に告げられても凛として 人として日本にとって、大切なことを述べられた横田さん。
あの５年前の５人の方々の帰国シーンのように、成田空港で飛行機のタラップから降りてくるめぐみさんの姿を見てみたい。
横田さんをはじめ、今苦しんでる家族の皆さん、助けを待ってる皆さんに、１日も早く歓喜の涙を流してほしい。心からそう思っ
た。
もう、待ったなしの、最重要の問題だと思いました。
拉致問題は、ただ人権侵害だと思ってる政治家や、マスコミも多いけど、国家の主権が侵害された問題だと、みおは思う。
憲法９条を守れ！と、安全地帯で、あったかいところで、「平和平和！」と唱えてれば、平和がやってくると思ってる方の意見は賛
成できないな。
「平和を愛する、諸国民の公正と信義に期待して、我らの安全と生存を保持しようと決意した」、そして永遠に武力を持たないことに
した結果
中国は歴史問題と軍事力で日本を恫喝し、北朝鮮工作員の日本への上陸を易々と許し
国を守るという、独立国家なら当たり前のことをタブー視して、おろそかになって
１３歳の横田めぐみさんや、たくさんの若者の青春と夢と、当たり前の幸せな生活が奪われたのだから。
そんな当たり前のことをしてこなかった昔の政治家に、安倍さんを批判したり、「最近は世の中が右傾化してきて・・・」などと言う資
格は無い。
自由と平和は、ただではないのだ。
歌ったり踊ったり、話し合ってるだけで平和がやってくるほど、世界は甘くないと思った。
素晴らしい映画だった。ただ見終わって迎えた朝は切なかったな。

2008-05-31 13:35:55 拉致被害者のみなさんを奪還しなければ！！
北朝鮮に対して、なぜ経済制裁を続けなきゃならないか？みおはこう考える。
まず、みおのなかでは核問題と、拉致問題を同列に考えることはできない。
核の危険は、もちろん対策や対話は続けるべきですが、まだおきてない仮定の話。
一方、拉致問題は、発生から３０年近くたち、今も日本で帰国を待ちわびる高齢のご家族、
そしてなにより、異国で長年監視下におかれ、助けを待っている数百人の同胞の方々がいるのだ。
それを考えれば、拉致のほうがはるかに優先順位が高いことは言うまでもないはず。
そういう観点から、みおは家族会のみなさんが、引き続き、制裁を望んでる以上
世論も、それを支持するべきだと思う。
ご家族のみなさんは、２０年近く、愛する子供がどこへ消えたかすらわからない 発狂しそうな毎日をすごし
家族会を結成したあとも、国会議員に裏切られ続け、社民党共産党、などのリベラル勢力には、
「拉致は、日本の右派が北朝鮮を敵視し、国交正常化を妨害する為に考えた捏造だ」のような罵詈雑言を浴びせられ続けた。
北朝鮮寄りの報道を続けてきた朝日新聞は
「日朝国交正常化の前には、日本人少女拉致疑惑など、障害がいくつもある」と、拉致問題を
「課題」というならともかく、｢障害｣扱いしたり、
２００２年の９．１７のトップ会談を受けての社説では
「いかなる場合でも拉致は正当化できないが、そもそも日朝の不正常な歴史は
日本による植民地支配から始まる・・・・・」と、同列に扱うことがおかしい、過去の問題を持ち出し
「北朝鮮も悪いが、日本はもっと悪い」と言いたげな主張をしている。
ご家族の皆さんは、自分の子供たちに 被害が及ぶかもしれないということを承知のうえで
「北朝鮮には厳しく対峙しなければ、なにも解決しない」と、長い孤独な戦いのなかで実感されたのだと思います。
０６年の 6 月末には、みおも１日だけ参加しましたが、炎天下のなか
国会前で、小泉元総理に、経済制裁の発動を求めて、ご家族のみなさんは、
救う会、拉致議連、一般の市民のみなさんと３日間も座り込みをされた。
まさに命がけで、この｢経済制裁」というカードを、その後の安倍政権まで時間はかかったが勝ち取ったのだ。
今再び、北朝鮮と対話をするために、制裁のカードを安易に放棄するべきだと考える文化人や
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そして国交正常化をすれば、拉致の解決が早まると信じている
短絡的な愚かな国会議員が多すぎて、みおは恐怖を感じる。
隣国の飢えに苦しむ子供たちの存在は、確かに胸が痛い。
しかし、脱北者の証言からも、援助物資や食料が、一般庶民に渡ることはまずなく、
党幹部、軍人などで独占するという。そして、残りはヤミ市場に流されるらしい。
そのことからも、現体制では制裁を解除するメリットなど、ひとつもない。
自国民が拉致された「怒り」をしっかり表現するためにも、拉致で進展がない以上、
経済制裁を続けるのは 普通の独立国家なら当然のことだ。
むしろ国際社会で包囲網を作り、圧力をかけ続けることで、あの独裁政権を崩壊に追い込み
レジーム（体制）チェンジを実現させたほうが、はるかに苦しむ人々を救うことになる。
いや、そんなたいそうな話じゃないと思います。問題なのは、自国民が数百人と拉致されてるのに
世論も盛り上がらない、
拉致問題の解決を最重要政策に掲げた安倍政権より
「生活が第一」などと、奇麗事を言った政党が勝ち、税金として地方に財源をまわすために、
ガソリンが少し値上がりしたぐらいで馬鹿騒ぎして怒り出す このていたらくな現実だ。
その「生活」とやらも、しっかりとした安全、生命を守る法律や体制があってこそなのにね。
みおは「日本国憲法」も「憲法９条」も、「平和国家」という言葉も嫌悪する。
同胞が他国に拉致されて、奪還しようとすらしない、平和ボケしたこの国は異常なのではないか。
もちろん、自衛隊の方々のみではなく、米軍のみなさんと、安保条約を結んでるんだから
共同で救出するのが、本来の独立国家の姿なのではないかと思います。
「拉致」は、日本の主権が侵害された「テロ行為」なんだから。
だいたい自国の国防をアメリカの皆さんに任せといて、したり顔でアメリカ批判してる連中は
親に食べさせてもらって学校に行かせてもらってるのに、偉そうな口を聞く、生意気な子供みたいなものだ(笑）
だったらアメリカ軍に全員祖国に帰ってもらって、基地を撤去して日本人のみで国を守ればいい。
もちろん、みおは大歓迎ですが(笑）
「戦争がいけない」って、言うのは当たり前のことだと思います
しかし、それと「国を守る」という事とは全く別の話だ。
憲法９条の奇麗事に酔いしれ、「国を守る」ことをおろそかにしたから、拉致問題がおこったのだと、みおは思う。
戦後、「平和」という言葉ばかり追いかけて、憲法の前文にもある、あの怪しげな文章。
「諸国民の公正と信義に期待して、永久に武力を持つことを放棄した」結果
数百人の日本人の若者が、夢も青春も奪われて、北朝鮮に拉致された。
過去の政治家たちは、どう責任をとるつもりなのだろうか？
安倍前総理は、国防から教育までの そういう戦後の矛盾と、国民の生命と財産を守る体制が不十分と感じ
「戦後レジームからの脱却」と、おっしゃって 「自分たちの手で新しい、しっかりとした憲法を書いてゆこう」
と主張された。きっと戦後初の、まともな保守感覚を持った総理大臣が
あまりにも真の姿を国民に理解されずに １年という短命で散ってしまったことは、みおは本当に悲しい。
今も異国で監視下におかれ、日本の救出を待ってる拉致被害者の皆さんを
「帰国」させるのではなく、「救出」いや、「奪還」しなければならないのではないかと、みおは思った。

2008-06-13 20:13:47 がっかりした
「家族が求めてきたのは拉致被害者の帰国であり、あくまでも全面解決だ・・・」と
拉致被害者家族会の飯塚繁雄代表は、１３日夜、経済制裁一部解除の、政府の方針にがっかりした表情で語った・・・
日朝平壌宣言から、もう６年になろうというのに、今更、「拉致被害者の再調査を約束」
「今回は、拉致は解決済みとの主張を使わなかった・・・」 「よど号ハイジャック犯の引渡しに協力」
この程度の成果で、「圧力」を弱めてしまって、ほんとに拉致の解決につながるとは、みおはとうてい思えない。
再調査を約束っていうなら、「どういう手段で・・・」 「いつまでに（日本に対して）結果を報告する・・・」
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など、当然期限を切ったんだろうな！！と思ったら、再調査の方法も、結果の期限も切ってないという。
ばかばかしい・・・・またもや過去の「対話」に名を借りた過ちを繰り返すのだろうか？
思い出されるのは、０４年の第２次小泉訪朝 事前に話し合いがついていた ５人のご家族の帰国と
キム・ジョンイルの「白紙からの再調査を約束」という言葉だけで、コメ、医薬品の支援に踏み切った。
しかし、その再調査結果の、「横田めぐみさんの遺骨」には、あきらかにめぐみさんに一致しない
数人の偽遺骨が入っていた。北朝鮮とはそういう国だ。
やはり福田総理は、世間で言われてるように、「安倍路線」に敵意を燃やし、
初めに制裁解除ありきの、解除するタイミングを狙ってたとしか思えない。
なんたって、あの９．１７の時、ご家族に向かって、「黙りなさい！！あなたの所は生きてるんだから」
と冷たく言い放った方だ。
頭のなかには、自身が総理のうちの国交正常化しか頭にないのだろう。
これで朝鮮総連は大喜びだろう。北の国会議員も自由に往来できる。
人道物資といいながら、あらゆるものが送られるに違いない。
そしてアメリカは「日朝に進展があった。」と北朝鮮の「テロ支援国家指定」を解除するにちがいない。
そうすれば北朝鮮に多くの金銭が入ることになるらしい。
日本が先に｢制裁」を解除するということは、「再調査結果」 「一部生存者」を出すことは
日本政府や世論の怒りを再び買い、また発動されるのでは？と考え
「再調査結果」を出すのを先送りするのではないだろうか？
３年前の夏に、あの炎天下のなか、ヒロちゃんとふたりで、日中 家族会 救う会のみなさんと
「北朝鮮への経済制裁」を求めて、国会前に座り込みをしたことを、今でも鮮明に覚えている。
といっても、みおは１日だけでしたが・・・
あの時、安倍さんをはじめ激励にきてくださった数人の国会議員は別として、
今、｢対話！ 対話！」と言ってる連中や、国交正常化議連の国会議員など誰一人来なかったはずだ。
そうゆうことを言うやつに限って、北朝鮮に融和的で、拉致被害者や家族に冷たかったことはいうまでもない。
週刊新潮の安倍前総理と、中山恭子拉致問題総理補佐官の緊急対談は、読み応えがあったなあ。
今さらながら・・・安倍政権が続いていれば・・・
「すりよるしか能のないトップの指示を受け、屈辱的な交渉に当たらなければならない斉木氏には同情を禁じえない」 （島田洋一
救う会副会長）
ミオ同感です！！
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2007 年 5 月 25 日

人権派と称する連中が憎い！！

山口県光市で９９年四月におきた会社員 本村洋さんの奥様 弥生さんと当時１１ヶ月の夕夏ちゃんが
福田孝行という（こんな男と同じ名字だというだけで吐き気がする）当時１８歳の少年に、強姦され殺された事件の 差し戻し控訴
審が昨日広島高裁で始まった。
本村さんは、少年に極刑を望んで、何年も１人で闘っている。
今回 弁護側は２１人の大弁護団で望むらしい。
私は、人権派と称する、死刑廃止運動をしてるような またなんでも反体制のスタンスの、この手の弁護士には憎しみすら覚える。
安田好弘という死刑廃止運動の有名な弁護士らしいが、今回、殺人じゃなく過失致死だとして
弥生さんには甘えの感情で後ろから抱きついたら、大声を上げられたので、黙らせようと口を押さえようとして、首に手が入ってし
まった。
夕夏ちゃんは、泣き止ませようと、首をひもで喋々結びにしただけといっている。
ならばどうして、安田弁護士に代わって 死刑の可能性が出てきた最高裁まで、どうしてこの手の主張がでてこなかったのか
まあ こういう人たちはどうせ、検察や国家権力が、はじめから結論ありきの、ずさんな捜査をしてるとかいうんだろうけど。
去年の春の最高裁の審判には、日弁連の行事があるという ふざけた理由で、この弁護団はドタキャンして
本村さんを激怒させている。
彼らはそうやって、時間をかけ、引き伸ばしていって、その結果 被告人が生きてることで
「私たちの運動は勝利した」と叫ぶ連中だと思う。
この男たちの薄っぺらい顔をニュースや新聞でみてほしい。私は吐き気がした。
もちろん日本は、北朝鮮や中国と違う、色んな考えを持っていい国だから、死刑廃止の意見を持つことは正しい。
実際に、過去、冤罪事件に死刑の判決を出したことがあるのもわかる。
でも、だから死刑廃止なんだっていうのは納得できないし、権力が人の命を奪っていいのか とかそういう発想にはあきれてしまう。
若い女性を絞殺してからレイプして、１１ヶ月の女の子の首をしめて、
それでも息を絶えながらも、おかあさんのもとへ向かう夕夏ちゃんを、床に上からたたきつけて、押入れに隠して、
それで殺意がなかったって 言えるこの弁護士は まともな人間と私は思えない。
自分たちの主義主張を達成するためなら 真実さえまげてしまう連中なのだ。
この男には死刑しかない。どうせ最高裁に控訴するだろうが、死が近くなって、初めて自分のしたことに気づけると思う。
それにしても、少年時代の複雑な家庭環境が原因で、精神的に・・・っていうの、人権派と呼ばれる人たちが良く使うけど、
いいかげんにしてほしい。だったら何してもいいのって私は思います。
つらい環境でも必死に生きてる人は山ほどいる。 そういうかたがたにも失礼だと思います。
愛する家族が ある日突然いなくなることが どれだけ辛いか・・・
拉致問題でもそうだけど、一見味方のふりしてるけど、結果的に、悪いほうの肩をもってる理屈っぽい奴が多すぎるよ。
許せないことは怒り 憎む これこそが大事な事だと思います。
本村さん 長い戦いですが、がんばってください。

2007 年 6 月 3 日

この２１人の弁護士は人間のクズだ！

山口県光市で、９９年４月におきた、会社員 本村洋さんの奥様 弥生さんと、１１ヶ月の娘 夕夏ちゃんが当時１８才の少年に殺
害された事件で、死刑廃止という政治運動のために、この裁判に集結した２１人の弁護士の主張した内容がわかってきた。
９９年４月１４日、レイプの対象を探していた１８才の少年は、水質検査を装って本村洋さん宅に侵入し、
妻の弥生さんに後ろから襲いかかり、抵抗する弥生さんを、喉仏を締め付けて絞殺し、汚物で汚れた下半身をふき取ってから死
後レイプした。
さらには泣き止まない、１１ヶ月の夕夏ちゃんを床に叩きつけ、
一度気を失った夕夏ちゃんが泣きながら、母の弥生さんの元へ這ってくるので首を絞めるが
細すぎて絞まらず、あらかじめ用意していた紐を二重に巻いて絞め殺し、遺体を押入れの天袋に投げ込んで逃走した。
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一審 二審とも、この事実認定を被告人も弁護士も全面的に認め、争わなかった。
今回の弁護団の主張は、幼いころからの環境によって、精神状態は著しく未成熟で、唯一の味方の母を中１の時に失った事から、
仮想現実の世界 すなわち
母子一体の関係に逃げ込む傾向が強く、住居に侵入したのも、下水道工事やさんを演じたママゴトである、
赤ちゃんを抱いてる弥生さんに、自己の甘えを受け入れてほしいと言う感情から抱きついてしまった。
が予想外に抵抗され、パニックになり間違って殺してしまった。
すると弥生さんと母親が重なって見え、死後レイプしたのは、少年にとっては、母を生き返らせる為の
死者に生をつぎ込んで死者を復活させる儀式なのだ
夕夏ちゃんは、床にたたきつけた形跡はなく、べビーベッドと勘違いして風呂桶に落とした。
その後、母をなくしてしまった被害児への償いから、首に紐を緩く蝶々結びにしてたら誤って首を閉めてしまった
したがって、どちらにも殺意は存在せず、傷害致死だと。そしてこの７年で認定された事実を検察官の創作とまで言い放った。
よくもまあ、考えたなあっていうのが正直な感想だけど、
ならばなぜ、死刑の可能性が出て、安田弁護士に代わった最高裁まで、この主張がでてこなかったのだろうか
きっと反省の姿勢だけでは死刑を免れないと悟って、安田弁護士が自らの主張を達成するために作った これこそ創作だ。
前も書いたけど、勿論 死刑廃止の思想を持つことは正しいし全く自由だと思う。
冤罪事件の例も沢山知ってる弁護士が、そういう思想を持つに至った経緯も理解できる。
しかしそれなら、メディアに出て、御自分の考えを述べて死刑廃止の世論を形成するために努力したり、
自分達と同じ考えの国会議員を支援して、立法を目指してもらうのが筋だと私は思う。
立法府で論議すべき問題で、個別の法廷で持ち出す問題じゃないはずだ。
この弁護士たちは、この程度で死刑判決がでたら、司法が死んでしまうと危機感を感じて立ち上がったらしい。
私には、自分たちの思想信条を達成するために 事実関係のはっきりしてる事件を、笑ってしまうような作り話を突然持ち出して
ねじまげて、しかも３人殺さなきゃ死刑に相当しないと法律家が、いまだに考えてる事のほうが、よほど信じられなく思う。
本村さんが週刊新潮に書いておられるが、休憩時と裁判が終わったあと この弁護士たちは少年をかこみ、
本村さんの前で被告人の肩をたたき 笑みを浮かべながら談笑を始めたそうだ。
安田好弘をはじめとする、こいつらは社会の敵だと私は思う。勿論、被告人も憎いが。
正義は勝つ。裁判官の良識を信じたいです。
今週号の週刊新潮は、この弁護士達を叩いてて、久々読んでて、しびれたなあ。

2007 年 6 月 7 日

もったいなかったかな。

パッチギ２ 上映日（５月１９日）にみたけど、私は正直どうなのかなあって思った。
とにかく日本を悪とする、日本人批判であふれてて、私はいらいらした。
井筒さんが過度の権力嫌い、いわゆる反体制の論調をする人だとはわかってたけど、ここまで北朝鮮、韓国の主張そのままの
映画をつくるとは・・・
在日朝鮮人のヒロインが「太平洋のサムライ」という戦争映画の、オーディションを受けるシーンがある。
ラサール石井さん演じる悪徳プロデューサーが言った、ある言葉に彼女が怒るのだが、そのあと彼女を指して
ラサールさんの「あれは三国人の目だね」という台詞がある。その他のシーンにも、「困ったときの特攻隊だよね」とか
「亡くなった方々のおかげで今の日本の繁栄がある」など・・
このプロデューサーがとにかく悪い。バカな私でもすぐわかったけど、同時上映されている「俺は君のためにこそ死にに行く」そし
て石原慎太郎さんを皮肉ってるのだ。
石原氏は「不法入国した三国人」という言葉で、凶悪犯罪を繰り返す外国人を表現したのを、石原憎しの共同通信が、不法入国
したという文言を削ったのに。
私は、「俺は君のためにこそ〜」も見たけど、戦争賛美なんてこれっぽっちも思わなかった。
知覧で、特攻隊として最期をむかえる若い隊員たちに尽くした、鳥浜トメさんという素晴らしい方と、あの時代を必死で生きた方々
の物語だ。そして、戦争の悲惨さ、二度と繰り返してはならないと私は感じた。
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井筒さん あちらこちらで、戦争賛美の映画だと批判してるけど、批判はちゃんと見てから言ってね。
ジャーナリストの有田芳生さんも「この映画を戦争賛美と決め付ける者がいる。評価は観てからだ」って言ってたよ。
ほかにも全編を通じて、日本人＝悪 在日朝鮮人＝日本人の差別に苦しむかわいそうな存在 という構図で、
評論家や日本のなかでも意見が分かれてる歴史問題も、すべて韓国、北朝鮮の主張そのままだ。
しかしラサール石井さんは、とっても知的な方だと思ってたのに、がっかりした。仮にも夕方のニュースのキャスターまで務めた方
が、事実検証のいいかげんな、思い込みの激しい こんな偏向映画に出るなんて。
ほんとに優しくて、心のキレイな人はだまされるんだろうけど、私はだまされるもんかって思った。
うまく家族愛のオブラートに包んでるけど、井筒さんの偏った思想に観客を導こうとする魂胆がみえみえだった。
週間新潮も書いてたけど、こんな反日映画に文化庁が３０００万円も支援してるのが信じられない。
どうみたって、日本の評判を貶める作品だと思う。これを見て、日韓の交流が深まると思ってるのだろうか。
日本は色んな考えをもっていい国だから、こういう映画があっても別にいいと思うけど。
ただ井筒さんはかつて、拉致問題は日本の一部の連中による作り話だ って言ってたけど、今でもそう思ってるのかしら。
この映画は、韓国でも同時公開されてるらしい。
映画に出てくる日本人をみて、在日コリアンの方々に投げつけられる言葉や差別をみて、韓国の方々は、日本をどう思うのだろう
か？より一層、反日意識を深めてしまうのではないだろうか。いやむしろ、それを煽ってるかのようにすら思えてしまう。
私は、歴史のことは不勉強だから何もいえないけど、この映画の歴史描写はおかしい という指摘をあちらこちらで聞く。
歴史家や評論家と呼ばれる人たちはしっかり反論すべきだ。
井筒さんのような主張をされる方々は、日本人は過去の歴史も不勉強なくせに、北朝鮮をただ敵視しているというが
大多数の日本人は、日本人を拉致した北の金正日や政治体制は憎んでいても、一般の韓国 北朝鮮の方々 もちろん在日の
方々とは仲良くしたいと思っているはずだ。
むしろ敵対意識を煽ってるのは、かつては拉致など無かったかのような発言をし、今では、拉致問題の存在を薄めるかのように
そもそも、一緒に論じるのがおかしい過去の問題をもちだし、日本をひたすら悪く言って、
韓国、北朝鮮の方々の怒りに火をつけてる、井筒さんのような考え方をする人たちなんだと思った。
私は在日の友達の女の子がいるけど、彼女たちはみな、今の日本と日本人が好きで、仲良くしたいのに
わざと対立させようとする人たちが多くて困る、と悲しそうな顔でいつも私に言ってたことを思い出す。
平和だとか正義なんて声高に叫ぶ人ほど、偽善者が多いな。

2007 年 6 月 21 日

この人たちの語る 平和 ほど信じられないものはない

社民党の又市幹事長の女性スキャンダルが週刊新潮に載ってて笑った。
普段あれだけえらそうなこと言って、自分たちは弱者と庶民の一番の味方みたいなふりをして
安倍政権を まるで悪の象徴みたいに言ってるくせに、なんだ、やることやってんじゃん。
国民の税金で食べて、税金で建てた議員宿舎で、女性を囲って、売春まがいのことしてたんだって。
あれ、社民党って、女性の味方です！だとか弱者の人権を守れ！みたいなこと いつも言ってますよねぇ？
その政党の幹事長が、こんなことしちゃっていいのかしら？
女性が夢中になって、自分の身の上が危なくなると、又市氏は一方的に関係を打ち切っちゃったそう・・・
おまけに裁判所に週刊新潮の販売差し止め求めて、即、却下されるという慌てぶり。
ホント笑えるわ カワイイ
革新系の方々って、よくマスコミが権力を厳しく監視しなきゃ、暴走するとか言ってるのに、
ご自分たちに都合の悪いマスコミは抹殺しちゃうんだね（笑）
こんなんじゃ社民党が政権とったら恐ろしいわぁ
早速、新潮社を訴えたそう。「安倍政権の暴走には目をつぶり、社民党にたいする選挙妨害だ！」だってさ♪
なんで、ここに安倍政権ってフレーズがわざわざ出てくるのか
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頭の悪い美緒にはわかりません。
まあ、普段、庶民と弱者の味方とか、人権だとか平和って声高に叫んでる人ほど、偽善者や悪人が多いっていうのだけはわかる。
私にとっては、土井たか子さんを筆頭に、北朝鮮の拉致などありえない、一部の勢力の作り話だ！なぁ〜んて、おっしゃって
いまだにしっかり総括も謝罪もない、この政党のほうが安倍政権より、よっぽど悪の象徴に見えるけど。
私は１３歳だったけど、９．１７のあの、家族会の合同記者会見で増元照明さんが
「社民党の方々、共産党の方々 我々になにか、言いたいことがあったら出てきてください」って強い口調で言ったこと覚えてます。
あの時は正直 どういう意味なのかわからなかったけど、色んな本や記事をみて、
この政党が朝鮮総連と繋がって、拉致問題を抹殺するために どれだけひどい事をしてきて、家族のみなさんにも冷たい対応を
してきたか、よくわかった。
社民党さん 今度の選挙で消えてね。そんなに日本を貶めたいなら、いくつかある、お隣の国で政治活動なさったらどうですか？
きっと大歓迎されますヨ。

2007 年 7 月 24 日

思想の対立っていやだね。

東京に引っ越してきて、怖い新聞屋の勧誘の人に「半年無料でいいから」と朝日新聞を嫌だったけど とらされた。
しかし、正直、うわさには聞いていたが、ここまで偏ってるのかと驚かされることばかりで。
ただでさえ忙しいのに、産経 朝日と新聞２紙も、あーもったいない。でも、物事はホントに、二通りの見方があるんだって、改めて
わかった気がした。
私は安倍総理の最大の功績は教育基本法を改正したことだと思う。
今日の朝日の社説で、改正したことによって、国が教育に介入できるようになったって批判してたけど、
いじめ問題のときにも出たように、いじめの事実があるのに、なにひとつ動かなかった教育委員会に
国が是正措置をとれるようにしたこと。厳しい指示を出せるようにしたこと。これがどうして国の介入なんだろうか。
今までは、「教育は不当な支配に服することなく」って条文をうまく利用して、日教組が自分たちの思想信条を達成するために、公
教育で、子供たちに偏った教育をしてきたのは事実だ。
この条文に、「その他の法律の定めるところにより」と順法規定を加えたことで、不適格教員による偏向教育ができなくなったって
評論家の方が言ってた。
平和教育と称して、日本をひたすら悪くした歴史教育、 男らしさ女らしさをすべて否定したジェンダーフリーとよばれるもの。
朝日新聞の投書欄で、私と同じぐらいの女の子が、「日本人ならいいかげんにわかろうよ。自分たちの祖父の世代が、どれだけ
ひどいことをしてきたか」
という投書を読んで、唖然とした。悲しくなった。
自分たちの２世代上の方々に敬意を表せない歴史教育、国 おかしいと思うのは私だけなのだろうか。
そしてこの「不当な支配を許さない」といった条文によって生み出されたのが、
公務員でありながら卒業式や入学式で、国歌斉唱で起立、斉唱しないバカ教師だ。
彼らはよく言う 「自分のイエス ノーをはっきり表現する大切さを子供に教えたい」 私も大賛成です。
しかし同時に、多くの人が集まる場所では、自分の権利や考えは制限される状況も生まれるはず。
電車の中でご飯食べたいから食べる。疲れたから地べたに座る。化粧をする それも自由だっておっしゃるのだろうか？そしてこ
の人たちは国に雇われた公務員で、義務はどうしたのだ。いろんな面で、民間と違って恩恵を受けてるはずだ。
私は生徒にしても、公立に通ってる以上、起立は当然だと思う。
それがやなら、式典に欠席するか、日本の伝統教育とかより、国際教育に力をいれてるような私立にいくべきだ。
それでも国歌斉唱の場面では、理屈ぬきで起立するのが常識だと私は思う。こういう人たちは、たとえば野球やサッカーの日韓
戦行って
「韓国が嫌いだから韓国国歌で起立しない」なんてことが許されると思ってるのだろうか あるいはサッカーアジアカップの中国人
のように、日本が嫌いだから、君が代にブーイングする姿勢が正しいと思ってるのだろうか？まあ思ってるだろうなぁ（笑）
あちらこちらで訴訟をくりかえしてるけど、こんな教師に教わる子供たちが心配だ。
去年の秋には、教育基本法改正に反対と、平日にもかかわらず、全国から何万人もの教員が子供たちを自習にして、デモ集会
に参加して国会前を行進してたらしい。
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まったくもう ってあきれるよ。れっきとした政治運動じゃん（笑）
１０年で免許更新 これも民間なら当たり前の話。５年でもいいぐらいでしょ。とにかく子供たちを苦しめる だめ教師や不適格教
師は追放してほしい。
１８歳の私の目には安倍総理は、とても仕事をされてると思う。確かに取り巻きの連中が悪いのはわかるけど、この支持率は信
じられない。
しかし政治と金というなら 小沢一郎さんだって、１０億円で不動産を購入した問題があるし、
外国の団体から献金を受けてはならないのに、よりによって、日本人拉致の工作員まで出している朝鮮総連から政治献金を受け
た人間すら民主党にはいる。
なぜ朝日新聞は追求しないのか
年金なんかよりも 教育問題 環境問題 助けを待ってる拉致問題のほうが遥かに優先順位高いと私は思う。
まあ朝日が拉致問題が大切なんて、いまさらいえないだろうし、ホント安倍総理が憎いんだな、引きずりおろしたいんだなってあ
きれてしまうな。
でも日本は法に触れない限り、どんな考えもっても許される国。私の考えが正しいなんて、夢にも思ってない。
ただこうも考えが違うのかって、思想の対立って悲しいなって思った（笑）

2007 年 7 月 26 日

もういいかげんにしてよ

山口県光市の母子殺人事件で、またまた新しい証言が出てきたと、さっきニュースでやっていた。
今日は弁護側の証人として精神科医の野田正彰なる人物が登場し、元少年の被告の精神が未発達であると証言したらしい。
「弥生さんはまだ生きている」 「死刑になってもいい あの世で弥生さんと僕は結婚して仲良くやっていける」だの
被告が野田氏に証言したんだってさ。
しかし次から次へと、大弁護団によって形成された作り話を聞かされる本村さんはどんな気持ちだろう。
いつもは冷静な本村さんが、さすがに今日は疲れて、怒りを必死にこらえてるように私は感じました。
この野田正彰という男 死刑廃止論者であり、犯罪被害者の会の会合で本村さんにむかって、
「君たちは犯罪被害者の会に謝罪したほうがいい」と忠告したらしい。
どういう意味だろうか さっぱりわからない 本村さんが犯罪被害者の社会的地位を落とすような活動をしてるというのだろうか。
私は逆だと思うけど。
本村さんのおかげで、被害者の人権なんか尊重されずに、加害者の人権ばかり尊重されてる
そして朝日、岩波、週間金曜日、筑紫哲也さんのような人権派マスコミや弁護士という わけのわからないおかしな連中が、日本
には沢山いることに大多数の国民は気づいたのだ。
前回、「この事件は 母を思う少年の母胎回帰ストーリーといったほうがふさわしい」と証言した、精神鑑定人の加藤幸雄なる人
物は安田好弘弁護士との共著のなかで、
「死刑を求める風潮に対して、自分の中にある邪悪な感情というか もう許せない感情が逆の凶悪さを生み出し、まさに復讐の論
理が復活してる」と書いてる。
なんだ。あんたたちみんなグルじゃん。弁護側の証人とはいえ こんなやつの証言 採用するの？
その他にも、殺害方法をめぐって、指の位置から最初から殺意を持って両手で閉めたのではなく、騒がれたので口を押さえてた
ら首に入ったとか・・・
百歩譲って、もしそうだったとしても 元少年は弥生さんを死後レイプし、１１ヶ月の夕夏ちゃんを殺害し押入れに押し込めて逃亡
してるのだ。
刑務所内から、本村さんを中傷するような手紙も送っている。
精神未発達、心身硬弱だったという結論になんとしても弁護士たちは持っていきたいみたいだけど、世の中そんなに甘くないぞ！
なにが「司法の怠慢」「検察が作り上げたストーリー」だ。
彼らはこうやって、死刑判決が出るのを引き伸ばして、被告人が生きてることによって 「我々の運動は勝利した」といい続ける連
中だと私は思う。
なんて弁護士なんだろう。なにが人権派だよって思う。昨日の被告人は短パンにランニング姿で出廷したらしい。
さぞかし頭のいい被告人と２１人の弁護士だ。流れが変わったと、もう反省の姿勢を出さなくても死刑は免れると悟ったんだろうな。
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ワイドショーでもニュースでも誰もが怒って、もちろんそれは正しいことなんだけど、
ただ、ホントの悪と対峙するときは、感情的になったら負けなんだなって感じた。
感情的になったとたん 「マスコミや庶民は被告人憎しのあまり 理性を失って感情的にただ死刑をあおってる」と連中は言うに違
いない。
徹底的に理論と証拠を積み上げていかなきゃいけないんだなって感じた。
ご家族をあんな形でなくされたのに、一人でマスコミに出て 感情を抑えて 世論に訴えてる本村さんを美緒は尊敬します。
しかし裁判て、もっとスピードアップできないものだろうか あ〜 いらいらする〜
悪はたしかに存在するな。

2007 年 7 月 27 日

三軒茶屋で。

今日は待望の お休み。わぁ〜い嬉しい！！
退院してから、まだ４勤務だけど、めっちゃ疲れた。体力がちょっと・・・ すごい筋肉痛だ。
あんなに病院でリハビリがんばったのにな。
朝から洗濯して、お掃除して午後、下北に行った。すごいひと！ みんな楽しそう！！
なんか一人が淋しくなったよ（笑）
かわいい T シャツを一枚買った。1 ヶ月の入院で、無駄遣いもできないので、カフェでゆっくりして
リハビリもかねて、茶沢通り？で三軒茶屋まで歩いた。 駅前で、ヤンキー先生こと 教育再生会議の義家弘介さんが街頭演説
をしていた。
美緒はこの人大好き！！
ラジオっ子の私は、高校生の時ニッポン放送の人生相談のラジオで知った。
最初は何がヤンキー先生だよって思った。過去たくさん迷惑かけたことを武勇伝のように、宣伝してる元不良と称する連中が大
嫌いだったから。
きっと力ずくで、威圧感で子供を矯正させるタイプなんだろうって勝手に先入観持ってました。
でも義家さんは いつも悩みを打ち明ける子供の目線に立って、一緒に泣いて 本気で怒り、怒鳴って
「ヤンキー母校に帰る」も「不良少年の夢」も泣きながら読んだ。
人生に大事なのは情熱なんだ。苦しいときほど、光を求めるんじゃなく熱を ぬくもりに向かって歩いてゆくことが大事なんだ そ
んなことを学びました。
美緒が大好きな「自分の感受性ぐらい」って詩で義家さんも高校のとき泣いたって聞いて、勝手に親しみ持った（笑）
スマップの皆さんの番組で、いじめ問題の特集のとき いじめられる側にも原因があると言った子供たちに向かって義家さんが
くさなぎさんが止めるほど、本気になって怒ったこと。「この人は信じられる」そう思いました。
いじめられる側にも原因がある。とか もうがんばんなくていいよ とかいう大人私は許せない。
前者はともかく ,がんばらないでどうするのだ。学校にも行けず、ずっと家の中で傷を抱えたまま大きくなれというのだろうか。
何で何も悪くない、いじめられた子が小さくならなきゃいけないんだって思う。
苦しみ悩んでる子供の背中を押してあげるのが、大人の務めなのに。がんばらなくていいよ。なんて ただの責任放棄だ。
いじめに対する、本気で怒る義家さんは いつもそんな美緒の怒りを代弁してくれました。
だから教育再生会議に入ってくれて、ホントにうれしかった。
私は再生会議の 教員免許の更新も道徳の強化も 土曜日授業や親学もすばらしいと思う。当たり前すぎて、もっと踏み込んで
ほしかったぐらいだ。
でも再生会議がどんなにいい提言をだしても、朝日新聞をはじめとする反権力を気取るマスコミは
「国がそんなことまで介入するのか」と批判の連続で、提言を出すだけでは子供たちを救えないと義家さんは気づいたんだと思う。
「だったら子供たちの現実を俺が届けよう」

再生会議の提言を実現させよう。そう思ったはずだ。

現状をなげき 批判するばかりの連中とはここが違うと思う。現実をしっかり見つめた上で だったら何ができるのかって動ける方だ。
日教組や革新系のメディアから「変節した」だの目の仇にされてるけど、子供たちを自分の思想信条の道具にするなって。
自民党は今回厳しくて 当選ぎりぎりみたいだけど、なんとか義家先生当選してほしい。
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安倍総理とともに、公教育を再生して、一人でも多くの悩み苦しんでる若者を救ってほしい。
先生のような まっすぐぶつかってくれる大人 情熱をたくさんの人が待ってると思う。
ついでに日教組も潰して、偏向した教育も何とかしてほしいよ（笑）
義家さんを批判してた 民主党の神本という女議員は日教組の全面支援で当選圏内みたいだけど、自治労だ日教組だ 民主は
こんなんばっかじゃん。
批判ばかりで、少しでもいい未来をつくろうと、ビジョンを示せない連中は吐き気がするな。
まさか美緒と握手してくれるなんて感激した。義家先生真っ黒だったなぁ。
ごめんね選挙権なくて（笑）

2007 年 8 月 10 日

参拝して感じたこと。

朝８時まで仕事して、 九段の靖国神社に初めて、参拝に行った。
静かな、おごそかな雰囲気で、背筋が伸びたというか、一歩足を踏み入れたら別世界で、これが伝統の重みなのかと感じました。
私の、母方の、ひいおじいさまが祀られてるところ。ひいおじいさまは、職業軍人だったらしい。
おばあちゃんが生きてた頃、写真見せてもらったけど、若い軍人さんとは違う制服で、威厳の中にも、優しい笑顔だった。
ひいおじいさまが、おばあちゃんを育ててくれなければ、お母さんは生まれなくて、私も、今、こうして生きていることができなかっ
たんだなぁ。
年配の方々からは、「なんだ、その格好は！」と怒られてしまいそうだけど、仕事帰りということもあり、T シャツに、ジーンズのハ
ーフパンツで行ってしまった。
ひいおじいさま、美緒といいます。あなたの娘さんは、母になり、私のお母さんを産んでくれて、お母さんは、私のパパと大学で出
会って、そして、私が産まれました。 今年の春から、東京の介護施設で働いてるんです。
ひいおじいさまが、生きていてくれたら９２歳。美緒が生まれたとき、７４歳。 生きていてほしかったな。
今の平和な社会ならじゅうぶん元気でいられる年齢なのに。
でも、ひいおじいさま達は、色んな思いがありながらも、日本を守りたい、女性や子供達を守りたい。
そんな思いで、戦ってくれたんですよね。
平和な日本になったよ！ でも、心とか品格は、ひいおじいちゃんの世代の方のほうが立派な気がします。
これからも美緒を見守っててね。ひいおじいさまに恥ずかしくない女の子になるからね。
あの時代は、大変不幸な時代で、多分、間違った愚かな事もいっぱいあったと思う。
しかしだからといって、必死で生き抜いた人がいるにもかかわらず 戦前を全否定し、、日本のみをことさら悪く言ったり、
亡くなった方に対して、「無駄死にだ」みたいな論調は私は絶対認めない。
当時には、当時の理想、考え方があったはずなのだ。それを理解すらせずに、現代の物差しで、全否定するのは おかしいと思
います。
赤紙を出した側と、戦地に駆り出された側という、わけのわからない分け方をして、責任を片方に押し付ける、田原総一郎さんみ
たいな人がいるが

当時は、軍人として働くことが、普通だった時代だ。

当然国の方針として、戦争している以上、その中で、責任ある地位、任務につくのは当たり前なのは、ちょっと考えれば子供だっ
てわかる。
国内法では、罪を償い、もはや犯罪者ではない、そして東京裁判という戦勝国による不公平で、事後法（後から作った法律）で裁
いた、不幸にも A 級戦犯なんてものにされてしまった方々に責任を全て押し付けて、絶対おかしいよ。
ぜひとも、安倍総理には、１５日もしくは 秋の例大祭に参拝してほしいです。
未来の繁栄を祈って、国のために戦った人たち、「靖国神社で会おう」と言って、戦地で亡くなった方々に
節目節目で、国のトップが、敬意を表する。平和を誓う。 これは当たり前のことだと思います。
小泉前総理のことは、ちゃんとニュースとか見てたわけじゃないから、わかんないけど、
一年に一回、しっかり参拝して、この当たり前のことに気づかせてくれたことは、すばらしい総理としての功績なのではないでしょうか。
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今年もこれから、歴史に不勉強な、先祖の顔に泥を塗る 加藤紘一さんや筑紫哲也さんのような人達が、したり顔で、
靖国参拝を否定し、バカの一つ覚えみたいに、「Ａ級戦犯がいるから」と言いながら
中韓にべったりな、偏った歴史観をニュースやワイドショーで語るのかと思うと、ホントイライラするよ。

2007 年 11 月 6 日

それはおかしいよ

神奈川県教育委員会が、県公立高校式典時に、国歌斉唱の際、起立しなかった教員名を校長に報告させていたことについて、
個人情報保護審査会は、「思想信条に関する個人情報の収集に当たる」として報告を中止させるよう答申した。
っていうニュース。
最近見ないと思ったら、また出てきたね。おかしな人たちが(笑）
私は別に、国歌も国旗も嫌いという人を否定しない。当然 思想の自由だと思う。
だけど、この人たちは、国から(税金）お給料をもらってる公務員で、公教育にかかわってる以上、いかなる思想を持とうがかまわ
ないけど、国旗の掲揚 国歌の斉唱時の起立 斉唱 そして子供たちにしっかり教育するのは当たり前のことだと思うんです
が・・・それがいやなら、式典に出席しないか、いろんな恩恵を受けてるくせに、公務員なんてやめちゃいなよ。
いや、公務員であるか否かではなく、公的な場所では誰でも、
たとえば電車内でそれなりのマナーが要求されるように、自分の希望や考えなど制限されるのだと思います。
しかし、まだ教育現場に政治的な思想を持ち込む教師がたくさんいるんだなあ。
こんな連中、しっかりと個人名を把握して、学習指導要領に従わないのだから厳罰に処すべきだ。
後ろで、日教組の政治運動に参加したり、政治団体とつながってる、思想のはっきりされてる教師のみなさんも望むところでしょう。
教師にも思想信条の自由はあるけど、子供たちには まともな教育を受ける権利がある。
いい年して、権利ばかり主張して、公務員としての義務を果たさない、どうしようもない人たちだ。
私が親だったら、自分の子供をこんな教師に預けたくないね。
なにが、「子供たちに、自分が嫌なことは反対する勇気と自由を、身をもって示したい」だって。 バーカって感じです。
いろんな本を読んでると笑っちゃうような話がたくさんあった。
「君が代」のピアノ伴奏を拒否する音楽教師。しかたなくテープにすると、蚊の鳴くような音量の「君が代」が・・・
式典前の校門で、父兄に、「国歌斉唱の強制に反対しましょう。着席をお願いします」
と、ビラを配る教師。 席から見えないよう、舞台の袖に国旗を隠したり。
「日の丸の赤は、血の色、白は骨の色 だから歌ったらだめです」と、授業で教える教師。
私が覚えてるのは、０２年のサッカーワールドカップのとき、ある有名なコメンテーターが（精神科医）
日の丸の小旗を振って、熱心に日本チームを応援する人たちを、「プチナショナリズム」と名づけ、「危険な兆候です」と言ってた。
みお１３才だったけど、ばかばかしくて思わず笑っちゃったな。こんな人が今でも偉そうに、ワイドショーや新聞で意見してる。
安倍前総理が、「公教育の再生」と、旧教育基本法の改正に情熱を賭けた理由が、なんとなくわかった。
まあ、そんな理屈はともかく、国歌斉唱時に、しっかり起立して、自国と他国の国旗に敬意を表すのは国際常識です。
またこういうこと書くと、「ネット右翼」とか言われるのかなあ(笑）
産経社説 「問題教員の報告は必要だ」
(略） 国歌斉唱時に、起立して歌うのは国際常識であり、県教委が国旗国歌の適切な指導を行うためには、
これらの法令を順守しなかった教員名を当然、把握しておかねばならない。人事異動や、学校評価のためにも
不適格な教員名の報告が必要になろう。 (略） 個々の教員がどんな思想、信条を持っていたとしても、
学校では児童生徒に、国旗国歌の適切な指導を行う義務を負っている。それが公教育というものだ。
（略）日本の子供たちが将来、国際社会で活躍するには、自国の国旗国歌に誇りを持ち、諸外国の国旗国歌にも敬意を払う心を
養うことが大事だ。
教育委員会や校長らは今回の答申に左右されず、問題教員の実態を性格に把握したうえで、毅然とした国旗、国歌の指導を続
けるべきである。
好きだなあ、産経新聞(笑）
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2007 年 9 月 1 日

感情的になって何が悪い！

愛知県で、女性が、顔も知らない 3 人組の男に、お金目当てで殺された事件のニュース
ひどすぎる。許せない。
犯人の 1 人が、「死刑になるのが怖い」と自首したみたいだけど、これは死刑というものがもし存在しなかったら
この事件は、なかなか解決しなかったはずだ。
死刑という行為が、犯罪の抑止力になるという事だと思う。
「死刑は、国家権力による殺人」だとか「世界は死刑廃止に向かってるのだから日本も廃止すべき」や
「反省の言葉が聞かれなければ意味がない」 [厳罰化では何も解決しない」と言ってた
人権派と称する弁護士や国会議員、死刑廃止論者の方々 なんておっしゃるのか ぜひ聞いてみたいものです。
キレイ事言ってんじゃないよってホント思うな。
こういう人たちはいつも、マスコミや大衆は、感情的になって、被告人を憎んで死刑を煽ってると言うけど
冗談じゃない、普通の方々は、残酷な事件のニュースを聞くたびに
「もし私だったら、私の家族や友人だったら・・・」って自分のことのように考えて、家族の方の気持ちを思って、怒り憎むのだと思い
ます。
私は、こういう犯人は許せないし、憎い。
１日も早く死刑にしてほしいと、心から美緒は思います。

2007 年 10 月 24 日

みお怒る！

兵庫県加古川市で、７才の、とってもかわいい女の子が刺殺されてしまった事件。
ひさしぶりに、テレビを見てて、心の底から腹が立った。
おそらく こんなかわいい子供を殺すなど、精神異常者の仕業なのだろう。
精神病だとか、心神耗弱とか、社会に劣等感を感じて、自分より圧倒的に力の弱い子供に危害を与える連中。
もういいかげん頭にきてる。
昔、橋下 徹弁護士が（行列のできる法律相談所に出てる） 「スーパーモーニング」で、
年老いた親が、手に負えない凶暴な子供を、自分たちの手で殺した事件があったときに
｢社会に危害を与える恐れのある子供を、親が自分たちの手で殺したことは、評価できることだ(うろ覚えですが）」と、おっしゃって
猛批判浴びてたけど、私は大賛成だった。
橋下さんは、ラグビー経験者だからというわけじゃなく、保守的な意見をしっかり述べられてて共感するな。
死刑廃止論者の人たちは（福島みずほ、亀井静香、保坂展人ら） 自分たちの思想をアピールできそうなメディアでは積極的に発
言するけど
大多数の人が、死刑相当と思ってる、子供が被害にあってしまったような残酷な事件では、なぜか口をつぐんでる
民主主義って、ほんとにいい制度なのだろうかと思った。
まっとうに生きている人、最低限、人に危害を与えない人には適用されるべきだけど、あやまちを犯した人間、
特に自分の一時の感情で、子供の命を奪ったような奴らに、被害者や、被害者家族と同じ、人権なんて、私はないと思います。
私が、前述した連中を憎むのは、被害者と、加害者の命の重さを同じに見てるからだ。
そして、国家権力による殺人だ、とか反省の機会を奪った とか、したり顔で話してる。
そういえば朝日新聞も、やたらと最近、死刑を廃止すべきだ という論調をさかんにしている。
この前の土曜日には、市民の８割が死刑賛成なら、刑務官ではなく、一般市民に執行のボタンを押させるべきだ という、どっか
の教授の論文が。
意味がわからない。奇妙な論点のすり替え 話にもならないね。
今日の投書欄には、
［いかなる人間も、その生命の尊厳と権利は守られるべきであり 誰もそれを奪うことはできません
死刑は生命軽視に拍車をかけ 人権を根本から否定するものであり、これほど残酷で悲惨な刑罰は人間として許してはならない
と思います。
生命尊重と、人権の尊重という観点から、死刑制度の廃止を考えるべきだ］ と、高齢の方の投書がある。
この手の意見は、被害者や、被害者遺族の苦しみなど、少しも考慮されてない。
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そして被害者家族も 死刑を望み、だからこそ、世論も死刑賛成が多数を占めてるということも意図的に無視している。
もちろん同情すべき殺人事件というのもあるんだろうけど、少なくとも勝手な理由で、人を子供を殺すような人間は即刻、国が責
任もって殺してほしい。
それが社会正義であり、犯罪抑止だ
だいたい、人権人権って声高に叫んでるやつほど、私は信用できません（笑）
「天国からのラブレター」 「いつまでも花菜を抱きしめていたい」を読んだ。
私は、こういう苦しみにあわれた家族の、お気持ちを理解できる人間でありたいと思いました。
命は尊いもので、だからこそ誰かの命を人生を、自分勝手な都合で奪ったのならば、自らが死をもって償わなければならないのだ。
命は尊い、だからたとえ凶悪犯であっても、軽視すること
国家が殺すなんてとんでもないっていう単純な人たちとは、一生、意見がかみ合わないだろうなあ（笑）

2007 年 12 月 14 日

朝日新聞論説委員の見識を疑うわ。

きのうの朝日新聞の一面、社会面には大きな記事で、「共産党のビラをポストに投函した僧侶に逆転有罪判決」の記事
朝からみお、またため息をついてしまった（笑）
また、この手の人たちの自分勝手な論理を、「表現の自由」などとキレイな言葉で持ち上げ、住民の方の通報で駆けつけた警察
官が逮捕したという
きわめて正当な行為が、「表現の自由の侵害」 「許されざる判決」なんて、この「高級紙」を気取る新聞は言ってる。
いいですか。朝日新聞の高給取りの論説委員さん。
共有スペースにある集合ポストではなく、なぜ、ドアポストにわざわざチラシを投函する必要があるのでしょうか。
玄関先には、この先は入居者 関係者以外の立ち入りは禁ずるって、（この事件のマンションも、）だいたい書いてありますよね？
共有スペースは、集合ポストまでだ。そこから先は、私的スペースで、
入居者と、入居者の許可するものしか入らないというのが、社会常識だとみおは思う。
集合ポストに政治ビラを入れて逮捕されたというなら、確かにそれはおかしい。集合ポストならどんなチラシでも、投函する自由は
あると思います。
女性の一人暮らしの立場から言って、一人でいる時、急にドアポストが開くのは、一瞬固まる。怖い
ドアポストというのは、見ようと思えば室内の様子だって見ることができる。
きっと、マンションの管理人や、代表的な立場の人が苦情を受けて、警察に通報したのだろう。
「あなたの所はチラシを入れません。何号室ですか？」と言い返したそうだけど、バカじゃないの。そういう問題じゃないんだよ。
こういう事件があると、朝日がよく使う手法に、「当時、ドアポストには共産党の政治ビラの他にも、ピザ屋のチラシ等も入ってた
はず。
共産党のチラシだけだめだというなら、何らかの意図を感じる・・・っていう お得意のフレーズ。
あの・・・商業目的のピザやさんと、政治団体と、まったく性質が違うと思うんですけど（苦笑）
ピザのチラシは、忙しい時に役に立つけど（笑） 政治的なチラシは見るだけで苦痛の人もいるだろうし、反対の考えの人にすれ
ば不快感極まりないでしょう。
それでは朝日新聞の人たちは、真夜中、自分のマンション内に入って、ドアポストにチラシを投函したり
奥さんや、子供たちが一人で留守番してる昼間に、怪しい風貌の人が、自分の家のドアの前に立って、チラシ投函しててもいい
んだろうな。
または、ヘルメットにサングラス姿の人が、自分の入ってる政治団体のビラを配ってても、すれ違ったとき「表現の自由」だから一
切抗議しませんよね。
まあ、なんてやさしい、大らかな心の人達なのかしら（笑） さすが金持ちは違うね。
今日の社説 「常識欠いた逆転判決」
「ビラ配りに住居侵入罪を適用するのは、社会的な合意を得てない。」 「市民にとっては、一審の無罪判決のほうが頷けるのでは〜」
「住職の行動が刑事罰を化さなければならないほど、悪質なものとは言えない」
そして最後は、「自衛隊の隊員の住む官舎に、反戦ビラを投函して逮捕された事件と同じ構造だ」 だって。
イラクに隊員のご主人を送り出して、信じていても、不安だらけの毎日を送られていたはずの、家族が住む官舎に向かって
毎日、隣の空き地から、金切り声で 「憲法９条を守れ」 「 イラク人を一人も殺させない！」 「日本は戦争に加担するのか」 と
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大きな雑音をあげ、
ドアポストに反戦ビラを投函する。きっと、若い隊員さんたちの奥様だったら、赤ちゃんを育てていた人たちもいることは、容易に
予測できる。
どれだけ迷惑で、不安になったことだろう。言いようのない恐怖感を感じた（産経新聞） のもよくわかります。
朝日新聞や、市民活動家と称する人々には、自分たちの正反対の立場にいる人たちの、人権や平穏な生活は関係ないのね。
こういう無神経な連中は、私は絶対に認めない。憎しみすら覚える。
「東京高裁に憲法はないんですね」 「社会常識の通じないところだとわかった 断じて許せない判決だ」 みお、バカすぎて笑え
ます。
住民の平穏な生活を侵害してまで、成立する、一部の偏った人達が言う「表現の自由」「人権」
こういうバカな連中をおだててきた朝日新聞こそ、日本をだめにしたのだ。

2007 年 12 月 23 日

ある神話の背景を読む

曽野綾子さんの「ある神話の背景」を読む。
今、世の中を騒がしている、第二次大戦下の沖縄で、日本軍による住民への集団自決の命令、強制があったのかという話にも
重なる内容。
ノーベル賞作家の大江健三郎さんは、著書「沖縄ノート」のなかで、当時、赤松守備隊長、梅沢隊長という個人名をあげ、
この二人によって、集団自決の命令 強制がされ、さらに彼らを名指しで「それを償うには、あまりにおおきい罪の巨塊」とまで批
判されている。
しかし、曽野さんの沖縄での取材により、この２人が集団自決を指示し、強制するのを見たり聞いたりしたことを証言する人が
現時点では誰一人いないこと。 軍が関与した証拠となる文書も資料も出てきてないこと。
また、何よりもご本人が否定しておられること。
決定的だったのは、座間味島の集団自決において 軍が関与したこととすれば、「戦争による遺族年金」が支給されるため、
そのために長い間、真実を話すことを避けてウソの証言をしたと、村の女性が証言したことだ。
誰もせめられない 戦争の悲しい現実だと みおは思いました。
今ではあらゆるところで、この二人が、「自決などしてはならない。米軍と戦うのは軍人の役目なのだから・・・」と、手榴弾を貰い
にやってきた住民たちを
思いとどまらせようとしたことが わかってきた。
「私たちは兵隊だから戦って死ねばいいが、皆さんは生きられるだけ生きてください」という赤松さんの言葉も残っている。
しかし、軍人として、多くの国民の命を守れなかったことに責任を感じ、長い間 不名誉に耐え忍んできたのだ。
曽野綾子さんの取材でも、あるいは最近 産経新聞の阿比留記者のブログ内の沖縄取材でも、沖縄現地の当時のことを知るご
老人の証言で
大江健三郎氏が、ただの一度も沖縄に足を踏み入れて、集団自決の真相を取材せずに
「沖縄ノート」 で書いてることが、すべて裏づけのない伝聞にすぎないことを明らかにされている。
もちろんこの事実をもって 当時の日本軍にまったく責任がなかったなどというつもりはありません。
やはり、多くの人の大切な命を奪った憎き戦争であることには変わりはないし、二度と起こしてはならないと感じます。
集団自決に至る、発狂しそうな心理状態の中に日本軍の存在もあったのかもしれません。
しかし一部の革新系、サヨクの人たちが言う、軍が住民に集団自決をせまったとか
残虐非道な日本軍というのは全くのでっちあげであり、自分たちの政治的な思想を達成するために利用しているだけだ。
大江健三郎さんは、この二人の軍人の名誉を傷つけたと、今訴えられ 被告として裁判中ですが
なんと今になって、赤松、梅沢両氏を名指ししたわけではなく、当時の日本軍の総体という意味で、
「あまりにおおきい罪の巨塊」 「日本軍による命令 強制があった」と書いた
「訂正する考えはない」 と自分の都合が悪くなったとたん奇妙な論理のすりかえをはじめた。
朝日新聞紙上では、読み手の日本語の理解力が足りない 的なことを述べて反論している。
１万８０００人から、多く見ても４万といわれた秋の沖縄県民集会を、（しかもあらゆる組合 教員などが必死に動員をかけたそう
だ・・・笑）
「１１万人が参加」とまったくのウソを書いた 思想的に仲良しな朝日新聞で反論するのも 子供っぽくてみお笑っちゃうけど
はっきりいって卑怯な男だ。この程度の男が「ノーベル賞作家」とは馬鹿馬鹿しいね。
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ちなみに教科書問題についても。
公的な文書、証拠もなく議論も対立してる問題を、一方の側の意見のみを載せていいはずがない。
日本軍による自決命令、強制があったという事実が上がってきてない以上 歴史教科書から削除するのは当たり前だと、みおは
思う。
そして、歴史の授業っていうのは、まずは前提として自分の国を愛し、誇りをもち 文化を創ってくれた先人たちを尊敬して
他国にも同じように、敬意を表すことのできる子供たちを育てるのが最優先な事だと思います。
知識のまだない、まっしろな状態の子供たちに 日本が嫌いになるような偏った教育をしてる一部のクズ教員さん とっとと教壇
から去ってくれませんか。
子供たちを あんたたちのおかしな思想の道具に染められてたまるかって。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/426052/ 【沖縄公文書に見る渡嘉敷島集団自決の実相】

2008 年 1 月 29 日

合宿の記憶・・・

ラグビーが好き。というわけではなかった。
中１になり、部活の選択の時がきた。小５の時に東京から大阪に引っ越してきていた。なんだか、やんちゃな先輩が多かった。
特に、ラグビー部にはそんな先輩が多くいた。
ならば・・・彼らと今後うまく付き合っていかなければならないのならば、ラグビー部に入るのが手っ取り早いだろう・・・・・
そんな理由だった。ツケは出た。
面白くない、きつい。毎日毎日、「やめてやる」と叫んでいた。
中学で部活に所属してないことが今より後ろめたく感じられる・・・・そんな時代だった。
それでも、だ。身体はすでに、小６時で１７０ｃｍ、６５キロ。走れば、５０ｍ６秒フラットの俊足。あっというまに左ウイングのレギュラ
ーに定着
そして、高校に入ってもラグビーを続け、３年時には花園に出場した。
「達成感はありましたよ。感激もしましたし。でもね・・・・」
今でも夢でうなされる。高校時代の夏合宿のこと。
朝６時から夜１０時まで、徹底してラグビー漬けの生活。全身が筋肉痛で動くことすらままならない。
階段の昇り降りにも苦労する。這って床を移動する。夕食も疲れきって、胃が何も受けつけないのだ。
それでも、ＯＢが無理やり食べさせる。ご飯に肉だ。吐きながら食べてる仲間もいる。
パッと目が覚める。
ああ、何だ夢か・・・・よかった。 もう、あの地獄の練習に戻らなくていいんだ。
ハハ・・・・俺は今社会人で、３７じゃないか。
「あのときのことを思えば、今なんてどんなことでも乗り越えられる気がしますね。 徹夜が何日も続いたりとか
全国を移動して、「大変ですね」って、皆さんに言って頂いたりするんですけど、あの夏合宿に比べれば、全然なんでもないことで
すよ(笑）」
いま、本業の他に、テレビ出演や執筆など活躍は多岐にわたる。
さすがの忙しさから、肺炎になり、完治せぬまま再び仕事に戻るということもあった。
「今の若い人は、何かあれば「もう死にたい〜」と、すぐに弱音を吐く人が多いですね。
でも、本当に死ぬぐらいきつい経験をしたことのある人なら、軽々しくそんな言葉を口にするはずがないですよね。
だから僕は、幼少時、青年時になるべく本当に厳しい体験というものを、みんなに味わってほしいと思います。
もし僕が、少しでも強い人間に成長できたのだとしたら、それはラグビーのおかげですよ。」
花園出場よりも夏合宿の地獄。それが、今の橋下を支えている。
フリーペーパー「ＲＵＧＢＹ ＦｕｎＭａｇａｚｉｎｅ」 より
・・・・・ブログとしては反則ですが(笑）、おととしのクリスマスに、ヒロちゃんと見に行った秩父宮で、配布されてた
小冊子に載っていた、橋下徹弁護士のインタビューから抜粋。 なんか感動したなぁ。
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その気持ち、よくわかります！ みおは女子マネだったけど、選手のみなさんとは違ったところで、メチャクチャきつかった。
食事の準備、ＯＢの方々の対応。怪我の手当てから、給水の準備。もちろん洗濯も(笑）
常に走ってた気がする。「菅平」（合宿の場所）って聞くと、今でもびびるもん（笑）
でも、みおもあの時代があったから、３年間があったから 今、激務の毎日でも踏ん張れて頑張れてるような気がします。
橋下さんは、テレビで拝見してるときから、三枚目のユニークな人柄を演じておられるけど
ワイドショーのコメンテーターとかの時は、しっかりとした保守的な意見を述べられてて、みお、ひそかに尊敬しておりました(笑）
「行列のできる法律相談所」は、実家にいるときは、お店の仕事があったから見たことなかったけど 橋下さんってめっちゃ面白い
ね(笑）
夜勤帰りの「スーパーモーニング」は、いかにも朝日(笑）っていう、反体制で批判することに気持ちよくなってるコメンテーターばか
りで、（赤江珠緒アナウンサーと、伊集院光さんは好きなんだけどなぁ・・・笑）
正直、気持ち悪かったんですが、橋下弁護士は、そのなかで常に孤立し、馬鹿にされた笑いを浴びても
ご自分の意見を主張されてて、みお、かっこいいと思った。
たとえば、靖国神社に、総理大臣がしっかり公的に参拝することは当然だ。って、おっしゃったり、東京裁判の違法性、いいかげ
んさに言及したり
サンフランシスコ講和条約を引用して、Ａ級戦犯は現在では罪人ではないこと。普通、講和条約というものを締結したら
その後は国家賠償など、すべて請求する権利は消滅すること。
この条約に調印していない（中国、韓国）には、発言権が無いと言うことが条約で定められてることなど・・・・
その他にも、男系で１２５代続いた、天皇家の伝統を変えてしまう女性天皇なんて、
とんでもないという意見を、スタジオの出演者のなかで唯一された時は
みお、高校の食堂で、ぼうっとテレビ見てたけど、眠気が覚めて拍手したもん(笑） 「そうだ！」って(笑）
あとはやっぱり、山口県光市の、母子殺害事件の時に、あのいいかげんな人権派と称する弁護士たちに対する怒りを
普通の、汗水流して働く人たちと、同じ温度で持っておられたことでしょう。
生ぬるい弁護士会の論理で生きてる弁護士たちに、「現実の世界では、そんな論理通用しないんだよ」 と異を申し立てられる
懲戒請求という制度があることを、世間に知らしめたことは素晴らしいと思いました。
現に、本村洋さんも、「橋下弁護士には感謝しています・・・」って、おっしゃられてたしね。
今頃、あの手の連中や、大学教授や逆に橋下さんを、「弁護士品位に欠ける」と懲戒請求した
いわゆる「プロ市民」なんて言われる人たちも(笑）、歯ぎしりして悔しがってるんだろうなあ(笑）
まあ、バカの一つ覚えみたいに「知名度に負けた・・・」とか、言ってるんだろうけどさ(笑）
それって、橋下さんに投票された大阪の方々を侮辱してると、みおは思います。
「知名度で勝てるほど甘いものではありません。○○さんは、よくご存知ないのではないでしょうか？
大阪府民は、そんなバカじゃありません・・・」って、橋下さんが、有名な方に言い返してて、そのとおりだと思いました。
女子マネ経験者のみおとしては、小さくなる一方の、花園の高校ラグビーに、経験者として、なにか盛り上げてほしいです！！
年末には、花園に観戦に来てたそう！ なにかいい案でもあるんでしょうか(笑）？
あの歯切れのいい発言も、丸くならないでほしいな。給食を全校に定着させるとか、子供たちや未来に（財源を）投資するんだ！
っていう政策も素晴らしいと思いました。
どこの国にもある、自国の過去の暗部をことさら強調して自虐的、へりくだる人達はいらない。
政治家は現在と、未来について、しっかりビジョンを示せなければ意味が無いのでは？
ふだん食べ物と、くだらないことばかり考えてるみおも、ふとまじめに、そんなことを考えてみました！

2008 年 2 月 9 日

なめんなよ（笑）

しかし、色々あってみおもイライラしている（笑）
テレビのニュースみてたら、「ガソリン２５円値下げします！」とか「地方に道路を作るのは無駄だ」とか言ってる
「道路利権 VS 国民生活」とかやってる馬鹿な国会議員見て、みお頭にきた！
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あのね〜（苦笑）、地方にはまだまだ、整備されてなく、じゃり道だったり、でこぼこしてる道
林道でとっても暗い道で、小さな子供たちが通るには危険な道が山ほどあるのだ。
そういった所に、しっかりとした道路を作って明るい道になれば 安全にもなるし
たとえば交通の便が良くなって、まわりにお店が出来 お金が落ちて街が経済的にうるおうこともあると、みおは思います。
車に乗ることで、時間を短縮できたり、便利になって色々恩恵を受けてるのに、少しガソリンの値段が上がったぐらいで、いちいち
文句言ってるんじゃないよ。
難しいことはわかりませんが、道路建設や色々な公共事業で仕事してる会社、生活している人たちが沢山いるのだ。
机上の論理だけで、数字合わせだけで、そういうものを切っていったら その方々の生活はどうなってしまうのかと思います。
ホント民主党って、理屈っぽい偽善だらけの政党だよね（笑）
まあ都会で育った、勉強しかできなさそうな、ああいう連中には一生理解できないと思いますが（笑）
偏向教師の集まりの日教組と、年金問題を起こした自治労の支持を受けてるような政党と、
自国の意思、民意よりも （常任理事国による）拒否権のある国連の決議を上位におく あの貧相でしかめっつらの党首に（笑）
なんであんなに支持があるのか、正直みおには理解できないです・・・
ヒロちゃんと、そういうこと話してても 「どうしようもないよね。２０歳になっても絶対あいつらには投票しないよ（笑）」って話が合う。
そういえば、ヒロちゃんとは、世間にどれだけバッシングされてても、安倍前総理がいかに素晴らしいかってことも、
みお以上に理解してて、やっぱ、すごいコだなって思ったな（笑）
冷凍の餃子を、大人が食べるならともかく、体作りの基礎になる小さな子供たちに食べさせて、
生命の危機に陥れた若い母親たちにも、みお唖然とします。被害者ぶってるけど自業自得じゃんって思うな。
餃子ぐらい、親なら自分で手作りしなよ。忙しぶってるんじゃないよ！って思います。
ああ、むかつくわ（笑）

2008 年 2 月 23 日

これが人権擁護？

恐ろしい法律ができそうだ。
人権擁護法案。過去、一度国会に提出されたものの、保守派の政治家やマスコミの激しい反対にあい廃案。
安倍政権から、リベラルの福田政権になり、推進派が勢いづいてるらしい。
法務省の外局に人権委員会を設置し、全国に２万人の人権委員を配置して、人権侵害の問題解決にあたる。
この人権委員会は、「人権侵害された」との申し出を受けると、裁判所の令状なしで、調査のみにとどまらず
出頭要請、住居への立ち入り、証拠品の差し押さえ、質問まで強行できる。
まずこの時点で憲法違反じゃん（笑） 護憲派、社民党のみなさん。こういうときだけ黙んないでください(笑）
人権委員に従わない場合は、氏名を含む個人情報の公表など罰則を課せる一方、
人権侵害の疑いがなく間違いだった場合の、謝罪も含めて名誉を回復する手段は、今のところ法案には書かれていない。
「人権侵害された」と感じる概念は、人それぞれだと、みおは思うけど、人権侵害の定義を一切明確にせず、あらゆるものを対象
にしている。
推進派の自民党、古賀誠選挙対策本部長 「実際に差別に泣いてるひとたちがいる」だってさ（苦笑。。） なんだかなあ・・・
みおが、それより問題だと思うのは、この人権委員に、国籍条項がなく、日本人でなくともなれるという点だ。
特定の思想に偏った、組合団体 在日の外国人でもなることができる。
たとえば北朝鮮による拉致問題を厳しく追及し、政治体制を批判する産経新聞やジャーナリストの櫻井よしこさん。
あるいは、家族会の増元照明さんやみなさんの存在や発言は
祖国に愛郷心をもつ、在日朝鮮人の方々にとっては苦痛だろう。
もちろん、そう感じるのは当然だし、祖国を思う気持ちは当然の権利で、なんら批判されるべきものではない。
ある日、金正日を批判した家族会メンバーを、「私の祖国の首領様を汚い言葉で批判されて、深く傷ついた」と、
人権委員会に人権侵害の申し出をされることも可能になる。
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安倍政権では、党の政策を決める政調会長に、保守派で志を同じくする中川昭一氏を就けて
事実上、この法案を話し合いの土壌に載せることすら葬り去ったのだ。
平沼赳夫さんと中川昭一さんの、真保守研究会に、安倍前総理も入会し、人権擁護法案の国会提出断固阻止、反対を貫くことを
採択したそう。
しかし、こんな法律ができたら、それこそ、偉そうに安倍さんを批判してた人たちや、いわゆるサヨクのみなさんがよくおっしゃってる
｢軍靴の音が、ひしひしと最近聞こえてくる」（苦笑）とか、「表現の自由、報道の自由の権力による介入」
な世の中になるんじゃないのかしら。
その他にも、公教育で、卒業式に国歌を斉唱することや、総理大臣が靖国神社に参拝し、戦没者に敬意を表すという、
諸外国ではごく当たり前の行為が、「思想信条の自由を侵され、重大な苦痛を感じた」と、人権侵害の申し出が殺到するだろうね。
「人権」や「平和」という言葉を声高に叫んでるやつほど怪しい。あぁ、おそろしいわ（笑）

2008 年 3 月 1 日

がんばって。

マラソンの高橋尚子さんが、みお好きだ。
あの笑顔、サービス精神。最近は「自分のために戦う」的なクールなスポーツ選手が多い中で
いつも高橋選手のインタビューでは、「皆さんのおかげで・・・｣とか「応援ありがとうございました」
っていうフレーズが出てきて、すごく素敵です。
０４年の東京国際女子マラソンで（前年はまさかの終盤の失速） 優勝したとき
優勝インタビューの最後で、「今、暗闇のそこにいる皆さん。私も(オリンピック選考からもれて）ずっと暗闇の底にいました。
でも、夢を持つことで 新しい目標をもつことで変われました。
だから、みなさんも何か夢や目標を持つことで、必ず変われて這い上がれると思います。いっしょにがんばりましょう・・・」
って言われて、みおはこのとき、高１だったけど、ボロボロ泣いてしまったことを覚えてます。
４２キロ走って、こんなこと おっしゃられるなんて、なんて凄い女性なんだろうって思いました。
でもさ。オリンピックにまで出て、「楽しんでくる」とか、「誰のためでもなく自分のためにがんばる」とか、
「自分で自分をほめてあげたい」とか
あくまでもわたし個人の意見だけど、｢自分、自分！」で気持ち悪いんだよね(笑）
オリンピックに参加し、プレーしたり 競技を行うのに 一人当たり一体、どれだけの国民の税金と期待がかかってるのか
それを考えたら、せめて、「みなさんのおかげで・・・」とか
「日本で応援してくれてる皆さん、期待してくださったのにメダル取れなくてすみません」ぐらい言えよ(笑）って、みおは思うんだけどな。
これも個性重視で公的なものや国家というものを、必要以上に｢悪｣として教えこんだ 公教育や偏向したマスコミの弊害なのかしら(笑）
来週の日曜日の名古屋国際女子マラソンで、優勝しないと北京の道は閉ざされてしまうそう。
高橋選手がんばってください！！みお、応援してます！
「夢は叶うことをみなさんに証明したい」って、言ってて素敵だなって思いました。

2008 年 3 月 2 日

ざまあみろだね(笑）

プリンスホテルが日教組の集会を 右翼団体の抗議活動などを理由に 「宿泊客の安全が守れない」と
予約をキャンセルしたというニュースに、またまた朝日新聞が「憲法違反だ」と連日記事にして騒いでいる(苦笑。。）
http://www.asahi.com/paper/editorial20080228.html#syasetu1
よくやったよプリンスホテル！！って、みおは大拍手です(笑）
わざわざ全国から教員をあつめ、東京の豪華一流ホテルで研修会を開く理由など、どこにあるのかしら。
ふだん、「教員は、現場を知らない国からの圧力で、朝から晩まで激務で、こどもたちに向き合う時間がない。教員を増やして、予
算をふやすべきだ」
とか言ってる割には、ずいぶんな余裕だな。
キャンセルされた、あるいは右翼団体から抗議をうけるには、それなりの理由というものがあるのだ。
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こどもたちに、歴史教育で、一方的な「日本悪」な自虐的な歴史観ばかり教えこみ
公教育の教員でありながら 式典で、国旗掲揚、国歌斉唱に反対し、政治運動まがいのことを行う。
過去、この研修会では、日教組に批判的な産経新聞の記者を、怒号を浴びせて、締め出したそう。
みおの中学でもいたなあ。「君が代は歌ってはいけません、立ってはいけません」っていうバカな音楽教師。
あの女教師は、日教組の組合員だったのかな？
まだある。０６年の教育基本法が改正される際には、平日でありながら全国から教員を動員して
クラスを自習にしてまで国会前で座り込みをしてたそう。ホント公務員って、たるんでるよね。殴ってやりたいよこいつら(笑）
私がホテルの客だったら、もし友達の結婚式に向かうときだったら、「こんな問題のある団体。泊めるなよ」って思うと思います。
プリンスホテルがんばれ！！ 朝日は終わってる。産経がんばって(笑）！！

2008 年 3 月 18 日

義務はどうした？

季節は卒業式シーズン。毎年のことだけど、今年も卒業式の国歌斉唱で、起立を強制するのはおかしいと一部の連中が騒いでる。
昨日の朝日新聞の天声人語には、みお。馬鹿すぎて笑いました。
http://www.asahi.com/paper/column20080317.html
〜起立しない教職員は、国旗と国歌を前にして、他より消費カロリーが少ない、つまり国への敬意が足りないと処分される。・・・
国旗国歌に起立するうんぬんを、「消費カロリー」に例えちゃうとこ、みおが馬鹿なのか、はぁ？と思っちゃった（笑）
あのねぇ・・・朝日新聞さん。教職員に起立が求められるのは、彼らが公務員だからだョ。
公務員としていろいろ恩恵を受けてるんじゃないんですか？退職したら恩給出ますよね？
権利は受けるけど、学習指導要領に書かれてる「国旗、国歌の指導」という義務は放棄するのだろうか？
ああ、なんて非常識な人たちなんだろう(笑） こんな教師に教わる子供がかわいそうね。
「内心の自由」や｢様々な思想」も結構ですが、公的な場所では、それらもある程度制限されること、
中学生でもわかるようなことすら理解できずに、いい年した大人がバカじゃないのって思います。
それでは朝日は、サッカーや野球の日韓戦を見に行って、韓国が好きじゃなかったら、
「内心の自由」とやらで、韓国国歌斉唱で起立しなくてもいいんだな。
そういう人を、国際常識では非常識というのだ。サッカーのアジアカップで、「君が代」にブーイングしてた中国人と同レベルになっ
てしまう。
そして 知識の少ない真っ白な状態の子供たちに、小さいうちから
「国歌を歌いたくなかったら、起立しないで歌わないのが正しいんだよ」なんて教育をしてたら
長野五輪で金メダルをとって、表彰台で「髪型が崩れるから」と帽子を取らず、
世間にあきれられたらしい、モーグルの女性選手みたいになっちゃうんじゃないの？
いや、彼女は悪くないのだ。綺麗だし、みおも好きだしね（笑）
国旗国歌を前にしての、ちゃんとしたマナーを意図的に(笑）、教えられてこなかったんだからしょうがない。
なにが「たとえクビになっても、国歌斉唱で起立しない」だ。バーカって感じです。
石原都知事。こういう連中は今年こそ一掃してくださいね（笑）
そんなに政治運動や組合の活動に熱心で、国歌の指導、起立がしたくないのなら結構。公教育の教員などやめていただきたい。
日本の伝統よりも、国際教育に力を入れてる私立の学校に転職しろって。
ホント、論理が破綻してるバカ新聞と、自分達だけの正義を振りかざす、クズ教員にはつける薬がないね。。。
｢産経抄」（産経新聞の１面コラム）で皮肉ってくれないかしら（笑）
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2008 年 3 月 26 日

朝青龍さん

なんでも批判はよくないと思う。
先日終わった、大相撲大阪場所で優勝した、朝青龍さんが、横綱対決を制して、ガッツポーズをしたことや
優勝インタビューで愛嬌で大阪弁を使ったこと。腕を上げて観客に応えたことなどが
「横綱の品格を疑う」と、批判されてるらしい。
別にそれぐらいいいじゃんって、みおは思うんだけどな。確かに１５日間 毎日ガッツポーズしてたら
土俵に上がってから対戦までの、一連の動作がいいかげんだったら、
相撲の美しさを損なうって批判あっていいと思うけど
絶対落とせない優勝がかかった取組みで、勝って感情を発露するのが何が悪いのって、みおは思う。
伝統は守り続けなきゃいけないけど、同時に変化、競争のない組織は必ず腐ってゆく。
相撲って、スポーツなんじゃないの？ そんなに所作にこだわるなら、TV 放映も、スポーツ新聞も排除しなよ。
自分たちの考える「相撲」しか認めないのならば、なぜあれだけ多くの外国人力士を入れたんだろう？
生まれも文化も違う方々に、日本文化をすべて理解しろって言うほうが、矛盾している。
彼は立派な横綱だと思う。土俵上で日本国歌もしっかり歌うし、何より一番求められる強さでファンを裏切らない。
いつか拉致被害者家族の皆さんを、相撲に招待して 横綱が国技館を案内してたことがあった。
横田さんに「大丈夫ですよ。きっと帰ってきますよ」って優しい言葉をかけてたこと、みお覚えてる。
どうも朝青龍さんに対する批判は最近、ネチネチしてて揚げ足取りみたいで嫌だなあ。
お正月に、横綱として何も行事の無い、相撲部屋が休みのときに
夫人と子供に会いにモンゴルに帰りたいっていうのさえ、批判されたりり止めた人たちがいた時は
これはもう、外国人差別じゃんって、みおは思いました。
みおは、あの憎たらしいぐらいの強さと、機嫌の良いときに報道陣に見せる、少年のような笑顔がちょっと好きです(笑）
たとえば最近、こんなことがあった。
ワイドショーで横綱が、愛嬌で冗談半分で報道陣に 「お前この前、俺の足踏んだだろ・・・」 「いや踏んでないです・・・」
って、このやり取りだけを切り取って、(普通の人ならお遊びの受け答えって、わかると思うんだけど)
画面の右下に切り抜いたスタジオの様子で、某女性アナウンサーが 「この人また言ってるよ・・・」みたいに利口ぶって、あきれた
顔して。
こういう女、みお 嫌い。
横綱審議委員会の内館牧子さんの横綱に対する対応なんて、完全に個人的に嫌ってるだけでしょう。
横綱に対する尊敬のかけらもない。あんなやつ辞めさせなよ。
みお、同じ女性として吐き気がするね。
私はラグビー部の女子マネだった時、女性だからタッチやタグはあっても、もちろんフルコンタクトのラグビーはやったことないから
あんなキツイスポーツを続ける、自分のチームや相手チームの選手たちを、常に尊敬しようって心がけてたけど。
遠い異国から一人でやってきて、厳しいシゴキに耐えて日本語も覚えて
今の地位をつかんだ朝青龍さん もうちょっと優しくしてあげてもいいんじゃないのでしょうか（笑）
みおの目から見ると、そんなに悪い人には見えないんだけどな(笑）

2008 年 3 月 27 日

感動した。

今日はみお硬い話を書こう。
明日、大阪地裁で、沖縄での集団自決に、「軍命令で強制した」との虚偽の記述で名誉を傷つけられたとして、
ノーベル賞作家の大江健三郎さんと、著書「沖縄ノート」の出版差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決が出る。
座間味、渡嘉敷島において、隊長だった赤松、梅澤両氏の命令によって 集団自決が引き起こされたという誤った定説が
今も一部マスコミをはじめ無くならない。
しかし、曽野綾子さんの「ある神話の背景」等によって、これが虚偽であること。軍の命令による集団自決で亡くなったとなれば、
遺族年金が支給されるために 長い間、真実を闇に葬ってきたことが明らかになっている。
両氏にとっても、多くの島民を守れず自決させてしまった責任を感じて、長い間不名誉に甘んじてきたのだ。
他にも軍関与を否定する証言が、たくさん出てきている。
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もう、決着のついた話だ。
雑誌「諸君」で、宮平秀幸さんという、梅澤隊長のそばにおられた少年兵さんの証言が載っている。
沖縄戦当時、陸軍海上挺進第一戦隊、（梅沢裕隊長） 本部付き伝令を担当した少年兵だった。
戦争の悲惨さを感じるとともに、必死に生きた方々、沖縄と島民を守ろうとした軍人の方々にみおは感動しました。
・・・・３月２５日の晩にみなさんが本部の壕に来て、梅澤隊長が応対されました。
助役が「もういよいよ、明日は米軍の上陸だと思います。間違いなく上陸ですから 私たち住民は生き残ってしまっては
鬼畜米英によって獣のように扱われ、最後に男も女も殺されるでしょう。同じ死ぬぐらいなら日本軍によって死んだほうがいい」とのべ
そのための武器弾薬をいただきたい。と申し込んだのです。
すると梅澤隊長は「何を言うか。われわれでさえ戦う武器が無いのに、あなた方を自決させるような武器などまったく無い」と言い
ました。
ほとんどのマスコミが「集団自決において、梅澤隊長の自決命令があった」と書いてますが全くデタラメです。
自決命令どころか、それでも自決する武器弾薬を求める方々に、梅澤隊長の出した命令は、
「俺の言うことが聞けないのか。よく聞けよ 我々は国土を守り、国民の生命財産を守る軍隊であって、
住民を自決させるためにここに来たのではない。自決するな！ 武器弾薬や毒薬など渡すことは出来ない」というものです。
私は戦隊長付きの伝令として梅澤隊長の２メートルそばにいました。隊長は敬語など使いません。
さらに隊長は、「私たちはあなた方に頼まれても自決させるような命令を持っていない。あなた方は畏れおおくも天皇陛下の赤子
である。
俺はそうした命令は絶対に出さない。何で命を粗末にするのだ。はやく（集合している）村民を解放しなさい。
夜が明ければ米軍の艦砲射撃が激しくなり、このままでは民間人の犠牲者が出てしまう。
今のうちに食糧のあるものは食糧をもって、山のほうへ避難させなさい」と話されたのです。
・・・・帰りしな、宮里助役が宮平秀幸少年に、「君の家族も忠魂碑の前に集まっている。８０名ほどが自決すると集まっているんだよ。」
と告げた。宮平少年は驚いた、村の幹部は、武器の入手が難しいと知るや、終いには殺鼠剤をくれないかとまで言い出したからだ。
家族のことが心配になった宮平少年兵は、忠魂碑に向かう村の幹部の２０メートルほど後からついていった。
持ち場を離れれば、梅澤隊長に叱られるかも知れないと思ったが、１５歳の少年はどうしても家族のことが気がかりだったのである。
(略）上弦の月。午後１１時ごろかと読んだ。やがて階段を登りきるひとつ手前の段で、振り向いた村長が声を絞り出した。
「ここに集合して自決すると皆さんを呼び、隊長のもとへ玉砕用の武器弾薬をくれるよう頼んだ。だが隊長は「敵と戦う武器もない
のに、ましては皆さんを自決させる武器など渡せない。自決するな。避難させなさい」と言われた。
隊長の命令により、解散するから各自、山に行くなり谷、壕に行くなりしなさい」五分ほどの短いスピーチでした。
・・・・ある老人は「命は助かったさー かわいい孫をどうすればよいのかと心配していたさ」と喜んだ。
だが梅澤隊長から「死ぬな｣といわれても、生き延びられる保証など何もない
非戦闘員である住民にも米軍は容赦ない鉄砲段を浴びせていたからだ。
どうやら村の幹部は、忠魂碑前の小さな広場の中央で、軍からもらえるであろう武器弾薬で住民の玉砕を考えていたようだ。
解散命令にほっとする村人がいた一方で｢ひと思いに｣と覚悟してたものは内心がっかりした。
後から到着し、「解散命令｣の村長の話を聞きそびれた者もいた。
宮平氏の家族は忠魂碑を背にして、左手の道に向かい山道を抜け ある整備中隊の壕へ向かった。そこに顔見知りの兵士がい
るからだ
避難して助かるものなら助かりたい。しかし、どうしても切羽詰った状態になったら、そこで自決してもいいのではないか？
この夜、座間味島にいた兵士や住民で、明日も自分は生きていると確信できるものは一人もいなかった。
右手に折れ、上のほうにある産業組合壕に向かった人は多かった。畳３０枚分の広さがあるこの壕で、翌朝６７人が自決する。
そこから追い出されて、近くの壕に移ったものが助かった。整備中隊の壕で食料をもらい生き延びた者。
空になった壕にいて自決した人。ロープや銃を使って家族や村人の自決に加担した者。
そして逃げ惑う子供を追いかけてるうちに、米軍に捕まり自決のチャンスを失った人・・・・
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７０歳を過ぎた宮平氏の祖父は、｢命が大事だよ。死んだら何の楽しみもないよ。あの世があるかどうかすらわからんよ。
かわいい孫のことを考えると、どうしても生きないといけないね。」と家族を励ました。
幸い宮平家は、整備中隊の壕で、内藤中隊長から、田村邦夫中尉から、｢最後まで生きなさい｣と激励の言葉をかけられ
金平糖や米、缶詰などをもらった。宮平少年は翌２６日負傷した時も、衛生兵から治療を受けている。
６２年という膨大な時間に埋もれている彼らの心に、少しでも近づこうとした。宮平氏に取材した。
以下、宮平氏との一問一答
−梅澤隊長の｢自決中止、解散｣命令を、役場の人間の伝令を用いて 座間味部落内に流せば、自決者は少なくなったのでは？
「もう、時間がなかったです。全然だめです。すべて回るとしたら３時間以上かかるでしょう。
しかも米軍の砲弾をかいくぐって行かなければなりません。
すでに（村の役場の人間によって）夕方から夜にかけて、『玉砕、自決命令』の伝令が出ていました。私の家の場合、８時ごろに
『早く急いで忠魂碑まで集合してください。遅くなれば死に損ないますよ』と母が聞いてます。
−４００人ほどの部落住民に、集合の伝令が行きながら、集まったのは８０人とは少ない印象を受けるが？
「そうです。すでにそのときはもう別の集落に逃げた方々もいました。ここには小さな子供と年寄り。
中には『かわいい孫を殺したくない。』と一度集まりながらも、(村長の伝令を聞く前に）立ち去った人々もいました。
だから村長の『解散命令』を聞かなかった方々もかなりいたでしょう。死にたくないがもう後がない。米軍による、むごい死に方よりも
潔く自らの手で、と考えたのです。それなら集団で死んでゆこうと。」
ー隊長の解散命令が今日まで封印されてきたのは、援護法（戦死による遺族年金）との関係ですか？
「それが大きい また、ここに集まった老人はすでに亡くなり 小さな子供たちは何が語られたかがわからない。
だから、『隊長の解散命令』の存在が公表されなかったという面もあります。さらにこの村では近親結婚が多い。
親同士が子供が生まれると、他に財産をあげるのはいやだから一緒にしようと。そうなると島の人はみな親戚同士。
真相を知っていても、援護法の関係もあり黙っておこうという空気が村を支配してきました。」
−住民と駐留した兵隊さんとの関係は？
「もう最高ですよ。日常 年寄りが古座間味などから、芋などを担いで山を超えてくるときに、隊長や兵隊とすれ違うことがありますと
梅澤隊長は 「可哀想だから手伝ってあげなさい。こうして働いてるのもお国のためだよ。
私たちと同じだ、担いであげなさい。」と指示されるのです。兵隊は自分の鉄砲を同僚に預けて担ぎました。。
兵舎というものが座間味には無くて、民家に宿泊したわけで 朝夕の食事を共にし
美味しい物があれば兵隊にわけてくれた。それこそ家族同然の暮らしをしてました」
−今６２年ぶりに真相を語った訳だが、何か心境の変化があったのか？
「私もすでに７８歳。しかも心臓に持病もある。私の命が絶える前に真相を伝えたい。昨年、教科書問題で騒がれ、私に取材がた
くさんあった。
私が『真実はひとつ。梅澤隊長が解散命令を出して、村民を見殺しにしなかった。彼のおかげで村人は生き延びることが出来た。
これが真実だ』と言っても、誰も報道してくれない。本当のことを書いてくれる人たちを待っていた。
真実はどこから掘り起こしてもひとつしかない。今回戦死した田村邦夫郡長の弟さんが、お参りにこられるということで
草刈りをしていたところへ皆さんが来られて、お話ができたのは田村さんの英霊の導きだったと思います。
−これまで、軍命令説の真相を明らかにした人はみな、激しく非難された。宮平さんも今回の発言で、批判が集中しないか心配だ。
「ある人に『隊長の自決命令なんかなかったよ』と言ったら、『あなたは反対派か?』と言われた。僕は言い返してやったよ。
『反対も賛成もない。僕は真実派だ』ってね。」
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(以下、みお）
もちろん、これをもって、集団自決に日本軍がまったく無関係だったなどと言うつもりはありません。
しかし、少なくとも大江健三郎さんが書いたような、梅澤、赤松両氏が、極悪非道の人間で、自らは生き延びながら
住民には自決を強制したなどという 「沖縄ノート」の記述は、まったくのデマであることは確かでしょう。
大江氏は、一度たりとも沖縄を訪れて取材したことも、裏づけをとってもいなく、すべて伝聞に過ぎない情報で
2 人の軍人の名誉を長年にわたって傷つけたのだ。
「ペテン」と著書の中で両氏を批判しているけど 「ペテン」とは、まさに大江さんのことだろう。『ノーベル賞作家』とはこの程度な
のだろうか。
明日、大阪地裁の当然の判決を期待する。まさかこれだけの証言があるのに、原告側の敗訴なんてことはないよね。
みおは 曾おじいさまが、軍人さんなので いわゆる朝日新聞やサヨクがいうような
「戦中、軍人は極悪非道で、庶民を苦しめてきた」みたいな 国のために戦った方々を貶める論調は絶対許さない。
絶対論破してやる(笑）
現代の法律や解釈、感情で過去の戦争を語ることがどれだけ愚かなことか。

2008 年 3 月 27 日

不当判決！！

不当判決。納得できない。
みおは馬鹿だから、判決文すべてに反論することはできないけど、「軍命令があったかは断定はできないが、
(大江氏著書の記述には）合理的な根拠があり、真実と信じる相当な理由が・・・」という所はおかしいでしょう？
それならばお聞きしたい。
梅沢裕さん、赤松嘉次さん この両隊長が、いつどのような自決命令を出したというのか？
裁判で争われたのは、大江氏が口汚い言葉で断定した、両氏の自決命令があったか否かではないのでしょうか？
まあ、しっかりとした反論は、明日の産経や阿比留記者、櫻井よしこさんの文章に任せるとして・・・・
控訴して、高裁で戦って頂けるようですが、原告の梅澤さんは９１歳の高齢
どうかお体にきをつけて、頑張っていただきたいと みおは思います。
しかし、ちゃんとした歴史事実と認識を持ってない 裁判官にかかれば白も黒になる。
高裁ではもっと、まともな裁判官に担当していただきたい。

2008-04-03

ああ、くだらない・・・

みお。難しいことはわからないけど最近思う。
ガソリンが、たかが１リットル当たり２５円下がることが、そんなにうれしいことなのかと・・・
ガソリンに掛かってた税率が期限切れになったために
国の税収が２．６兆円少なくなって、地方に回る筈だった９０００億円が消えてしまうことになるそう。
そういうことを知ると、いい年をして、「ガソリン下がったぁ うれしい！！」なんて騒いでる
馬鹿な大人を見ると、みお一発、蹴りでも入れてやりたくなるわ(笑）
道路財源と一口に言っても、新しく道路を作ることばかりではないのだ。
高度経済成長期に作られ、ガタが来てる道路の補修、改修
新潟県や北国では、豪雪の除雪作業にも、その財源が使われている。
そして道路が整備されてない為に、なにか地震や有事がおきたときに、救急車や消防がスムーズに入れない。避難などが遅れ
る・・・・ なんて事はホントにないのかしら。
東国原知事が言うように、道路が整備されてないために、県に企業を誘致できないのだとしたら
たかが２５円でバカ騒ぎした国会議員のせいで
都会と地方の格差は、かえって広がってしまったんじゃないの？
そして、みおも地方にいるからわかるけど、まだまだ でこぼこガタガタだったり、暗くて子供が、夜通るのに危険だったり、
- 20 -

みおボード

2007. 5〜2008. 3
2008. 3〜

http://mio-board.spaces.live.com/
http://ameblo.jp/mio8921fuku/

カテゴリ： 社会、事件

「ああ、ここにちゃんとした道路があったら・・・」という所がいくつもある。
まさに、「今さえよければ。」「自分さえよければ。」の発想だね。
都会暮らしで、不便のない生活を享受している連中には、まあ 一生わかんないだろうけどさ(笑）
普段車に乗ることで、時間を短縮できたり 沢山恩恵を受けていながら、
少し値下がりしたぐらいで喜んでる、その結果、様々な弊害が地方に住む人たちには起きるのに
そういうことすら考えが及ばない せこくて馬鹿な大人には、みお。ならないようにしようっと(笑）

2008-04-12

有罪は当然だ。

０４年の１月、自衛隊の方々のご家族が住む、立川の防衛庁宿舎の各戸(ドアポスト）に
｢立川自衛隊監視テント村」という団体の市民活動家３人が、自衛隊のイラク派遣反対、反戦のビラを投函し
住民からの通報によって逮捕された事件で
昨日、最高裁は、「表現の自由は無制限ではない、宿舎は一般人が自由に出入りする場所ではなく
管理者の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害する」と
「ビラ配布は有罪」という最終確定判決を出しました。
一般常識、社会常識に照らし合わせて、当然の判決だと、みおは思います。
まず、この３人は、共有スペースにあるポストにはチラシを投函せずに、「立ち入り禁止」の表示があること。
住民に何度も注意されてるにもかかわらず、自分たちの思想信条を達成したいがために
あえて投函効果の高い、ドアポストにチラシを投函したのだ。
今朝の朝日新聞の社説も、さすがにバツが悪かったんだろうね(笑） 申し訳程度に
「自衛官やその家族が、派遣反対のビラをドアの新聞受けから入れられて、
動揺したり嫌な思いをしたというのは当然かも知れない。知らない人が勝手に敷地に入ってくれば不安になるのも無理はない。
ビラを配る側も、１階の集合ポストに入れたり、宿舎前で配ったりする気配りをするべきだっただろう」
と書いている。
みおは、もし自分がイラクに派兵された 自衛隊の方々の奥さんだったらどう感じるか考えてみる。
事件がおきたのは、自衛隊がイラクに派遣された直後の０４年の１月。
残された奥さんや、また今後派遣される方々のご家族は、「平和目的、復興のための派遣」であっても
毎日、無事なのかどうか不安で、心配でしょうがなかったと思います。
そんななか、この「立川自衛隊監視テント村」という市民団体は、宿舎の近くの空き地から毎日
高音量のスピーカーで、｢派遣反対、反戦｣の主張を垂れ流し、
なかには「自衛隊は、イラク人を殺すのか！」というような、まったく根拠のない過激な主張もあったという。
そして何回も、私的スペースである 各戸の前まで侵入しチラシを投函したのだ。
まさに「表現の自由」をふりかざして 自分たちの思想と反対の人たちの 気持ちや平穏な生活など
まったく考慮しない、この手の人たちの身勝手さに怒りを感じるのは、みおだけだろうか？
それなら朝日新聞の論説委員さんにお聞きしたい
皆さんが会社で働いてるとき、怪しげな風貌の団体が、自分の家のドアの前でチラシ配布してても
奥さんや小さな子供が恐怖をかんじたとしても 「表現の自由だから我慢しなさい」と言うんだろうな。
いや、あいつらほんとに言いそうだ(笑） あるいは深夜、家族が寝静まったあと、
ドアポストを開けて ビラを投函してても、当然文句は言わないよね(笑）
馬鹿のひとつ覚えみたいに、「表現の自由の侵害」としか言わない、朝日新聞をはじめとする連中は
「ドアポスト」を開けるということの意味がわかっているのだろうか？
その気になれば室内の様子を見ることも、音を聞くことも可能な行為だ。
彼らがよく使う論法に、ピザや出前のチラシは OK なのに、政党や反戦ビラだけ否定されるのはおかしい
というのもある。
これも・・・実にばかばかしいというか（笑）
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「ピザのチラシ」は、おなかがすいたら使用する可能性もあるけど（笑）
政治性の強いものは、様々な考えをもつ生活者のなかで 不快に思う人もいるのだ。
そして、この事件の場所は、自衛隊の隊員と、ご家族が住む場所であり
自衛隊を嫌悪したり敵視する団体、また将来的には解消を党是にしている政党もある。
そういう人たちの、表現の自由に名を借りた「不法侵入」に、恐怖を住民の皆さんが感じたのは当然のことだと、美緒は思います。
もちろんビラ配布の自由は保障されるべきものだし、共有スペースの郵便ポストに投函するのなら
それがどんなチラシであっても認められるべきだと思います。
しかし、マンションやアパートは、そこから先は、限りなく立ち入りが制限される「私的なスペース」というのが一般常識でしょう。
やるなら公道であるいは駅前で、堂々とチラシ配布しろよ！っていいたい。
朝日新聞は最後にお得意の奇麗事で結ぶ。
「誰もが、自由に語り自分の意見を自由に伝えることができてこそ、民主的な社会といえる。」
そのとおり！！みおも賛成だョ。ただ、自分を表現するために、他人の迷惑や不快をかえりみずに
何をしてもいいというものではないでしょう って思うけどな・・・
「そこには自分と違う意見や価値観を認め合い、耳を傾けることも求められる。
そんな寛容さや度量を、社会として大切にしていきたい」
よく言うよ（笑） って感じです。歴史観で朝日新聞と違う人たちを「歴史修正主義者」と言ったり
都合が悪くなると論点をすりかえたり（笑）
政敵である安倍前総理を引きずりおろす為に、どれだけ汚い言葉でののしってきたか。
よくご自分の胸に手を当てて、考えてもらいたいものだ。
ちなみに、ひいおじいさまや 戦争で国のために亡くなった方々に敬意を表すために、
みおは今年も靖国神社にお参りに行きたいと思うけど、私のような若者は、朝日新聞的には
「いま若者の間にも、偏狭なナショナリズムが広がっている・・・」と書くんだろうなあ・・・

2008-04-26

それは論点のすりかえです。

「見逃せないのは、被告や弁護団を一方的に非難するテレビ番組が相次いだことだ。
最高裁の途中で弁護団が代わり、殺意や強姦目的だったことを否定したのがきっかけだった。こんな裁判の仕組みを軽視した番
組作りは今回限りにしてもらいたい・・・・」
山口県光市の母子殺害事件。死刑判決をうけて水曜日の朝日の社説。
いつものことながら「何言ってんだか」って感じです(笑）
読売、産経などは、今回の判決を「当然の判決、少年でも残酷なら死刑を科すべき」と書いた一方
毎日、共同、朝日などは、さすがに冷静に語る本村さんの主張にはかなわないと思ったのだろう
「マスコミが、被害者感情をことさら強調して煽り、異例の判決が出た。裁判員制度が出来たら、
あなたは死刑を言い渡せるのか？」的な、「裁判員制度」を持ち出して
一般市民の心理的な負担につけこみ、なんとか死刑廃止という方向に持っていきたいという
主張がみえみえで、読んでてみお。吐き気がしました（笑）
記者会見で朝日の女性記者が、記者名すら名乗らず、(他社は皆、名乗っていた）
「今回の判決で今後、死刑を科すハードルが、下がることが予想されるが
どう思われますか」って質問して本村さんが
「そもそもハードルなんて考え方がおかしい。日本の法律は一人でもあやめたら死刑をかせるのであって、
それ（永山基準）は司法が作った、ただの慣例にすぎません」って語気を強めて反論されてましたが
あの馬鹿な質問には、みおも見てて唖然としたもん。
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なんでああいう無礼な質問ができるのかなあ さすが朝日って思いました（笑）
ミオは小さかったから知らないけど、いろんな新聞や雑誌を見てると、
朝日新聞は少年法の対象年齢引き下げや、厳罰化の風潮に常に反対してたそう。
拉致問題でもなんでもそう。「弱者の人権を守れ！！」と普段、えらそうに騒いでるのになぜか、
拉致被害者や犯罪被害者には冷たく 「国家」や「権力」には異常なまでの敵意をみせる、
この新聞社の本性がみえたような質問だと思った。
｢水道屋仕事の真似事」「母恋しさに抱きついた」「母胎回帰｣｢死者を生き返らせるために〜」
「押入れに入れればドラえもんが〜」等の主張は、あの弁護団は、法廷外で記者会見や
テレビ番組、雑誌などメディアでも積極的に主張している。
弁護士のブログを使って、殺害時のイラスト写真などをネットに流すという
非常識な行為をして、本村さんが抗議したこともあった。
法廷内の裁判はともかく、外部、一般市民に向かって主張するなら、
当然その主張に賛同はもちろん、批判を受けるのも自由なはずじゃん。
朝日新聞さん。そんなこともわかんないのかしら(笑）
テレビ局や多くのマスコミが弁護団を批判したのは、明らかに一般常識から外れたありえない主張であり
この連中の思想背景、ふてぶてしさ、被害者に対するあまりにも配慮の欠いた言動。
そういうものから、とても信頼に値する人たちではないと 多くのまっとうな方々は判断されたのだと感じる。
朝日は、自分たちの主張が受け入れられなかったからといって、責任を転嫁し
｢被告人が弁護を受ける権利さえ、一部マスコミは認めない」かのような、論点のすり替えはやめていただきたい。
今日発売の雑誌「ＷＩＬＬ」は、本村さんの手記、そしてこの弁護団が、
「犯罪シンポジウム」というイベントで、奥様とお子さんの殺害写真などを使って、また殺害方法など
笑いながら楽しそうに行っていたって、鮮明にレポートしてあって、読み応えはあったけど、
あらためて、みお怒りがこみ上げてきた。なんなんだ。こいつら。
「ＷＩＬＬ」は、女性でも見やすいように紙もきれいだし、字も大きいし
一部の連中から「ウヨク雑誌」なんて呼ばれてますが（笑）
みおの考えてることに近いし好きです(笑） 今月号。いっぱい売れてほしいなあ。

2008-05-13

想像力の欠如

京都府舞鶴市で、１５歳のかわいい女の子が殺されてしまった事件で、
みおは自分自身の中学時代を思い出して かわいそうで仕方がない。
マスコミの一部、コメンテーターと称する連中の一部には、
｢１５歳の女の子が深夜出歩くなんて・・・」という論調が多くて、けっこう頭にきた
きっと凄く寂しかったんだと思う・・・推測で話すのはよくないけど 不登校がちで、
高校にもやっと１日いけた・・・っていう言葉とか、すごく繊細な女の子だったんだって・・・
報道では、足の裏には、素足で河原を逃げたと思われる傷、対岸の道路上から頭を下にして突き落され
逃げようとしたか脅されて、遺体発見現場まであるいた模様と言っていた。
おそらく、信頼をよせていた人たちのところへ行ったら、一緒に顔も見たこともない暴漢がいたとか
小さな誤解が大きくなってとか・・・そんなことではないだろうか？
どれだけ怖かっただろうかとか、絶望感を感じただろうかとか思うと、悔しくてたまらない。
なぜ、そんな女の子を世間の一般論で、責めることができるんだろう？
憎むべきは、夢や未来のあった１５歳の女の子を殺した犯人じゃないの？
スーパーモーニングの井口リポーターは、不正をした会社の謝罪会見とかで、
いつも詰問口調で、正義感が強くていい人なんだろうけど、なんか正義を振りかざしてて、
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あんま好きじゃないな・・ って、みお思ってたけど(笑）
スタジオで、怒りで不覚にも涙してたとき、「ああ、みおと同じだ」って思った。
それにひきかえ、まるでこの女の子に問題があるように偉そうに話してた連中・・・
むかつくわ・・・コメント内容と実名出すぞ！！
だからみおは思うのだ。凶悪犯は死刑にしなければならないって。
この前途あるかわいい女の子の人生は、犯人がどんなに反省しようが帰ってこない。
｢死刑を廃止して終身刑をつくれ」とかいう馬鹿な国会議員多いけど、ふざけるな！って思います。
なんで国のお金や税金で、鬼畜な連中を死ぬまで、面倒をみなければならないのだ。
ミオもお店の帰り、夜道を一人帰ったなあ。
あんな寂しい思い、奈々ちゃんや、今の子供たちにさせたくない・・・
みおは１９年のわずかな人生だけど、心から思う。
世間も世界も、何でも話し合いをすれば解決するほど綺麗なものじゃない。
悪魔は確かにいるし、世間も世界も、実に腹黒いのだ。

2008-05-18

残酷な現実

今日の産経の社会面。「震災孤児に明日を」に、朝からみお泣いた・・・
＜・・・・約１０人の孤児が収容されている綿陽市の福祉センターで、
女の子 李亨瑤ちゃん（４）は地元の中国人記者に
「お父さんの電話番号を知ってるよ。電話をしてくれる？」と、しきりに頼んだ。
しかし記者が彼女の目の前で、何度も電話をかけたがつながらないのをみて
亨瑤ちゃんはお礼を言った後、静かに泣き出した・・・
（中略）高校 3 年生の女子生徒、何君利さんは、「両親も祖父母も亡くなったと思う。
これからどうやって生きていくのかわからない・・・私を受け入れ、愛してくれる家族があれば
私も彼らを一生愛し続け、大切にしたいと思います。
こうした報道を受け、中国各地からは、「震災孤児を養子にしたい。」
「学費の面倒を見たい」といった声が寄せられている・・・・＞
悲しい・・・天災は防ぎようが無いけれど、こんなふうな悲しみを運んでくるなんて。
中国人も日本人も関係ない。募金位しか出来ないかもしれないけど
みおも、なにか助けてあげたい！！って思いました。
＜「生存者は必ずいる。そのためにきた。」青川県の現場に 17 日、国際緊急援助隊と共に、日本から派遣された 3 匹の救助犬が
姿を現した。
平成 16 年の新潟県中越地震で、瓦礫の下から発見された男児の捜索で活躍したレスター号の姿も。
率いるのは警視庁警備２課の村上光志主任（５６） 同庁の救助犬のパイオニアとして知られ
これまでも育てた犬がアルジェリアやモロッコの地震に派遣された。
派遣部隊の最高齢だが、「犬もわたしも長旅で疲れるような訓練はしていません」
｢犬の気持ちが理解できる」と話し、濃紺の訓練服ではなく、援助隊のオレンジの制服で現れた村上さんをみて
犬は現場に行くのを喜ぶ様子をみせたという。
救助犬は生存者のにおいを嗅ぎわけ、発見した時にだけほえる。
村上さんは、「一刻もはやく、その声を聞きたい」と、パートナーの頭を撫でた。＞
こちらの記事は少しあったかくて微笑ましいけど、やっぱ厳しい現実を感じる。
警察、自衛隊、海上保安庁など、国と人々を守るために、日々厳しい訓練に耐え、
現場に向かう方々を みおは心から尊敬します。こういった方々の地位や名誉、
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老後の生活などがもっともっと向上してほしいと思った。
こういう人々を危険視、敵視する政党、勢力もあるけれど、みおはまったくそんなこと思わない。
馬鹿馬鹿しいにも程がある。
苦しむ中国の方々のために現場で闘って、日本人の誇りだと思います。がんばってほしいです。
ミオが元気で笑顔な時も、どこかで悲しみ怯え、苦しんでいる方々がいるんだって心に留めて毎日生活したいと思った。
そして、自分の存在で、どれだけ人を幸せに、笑顔にできるのか ということも。
こういういい記事を読むと、新聞から学ぶことは多いと感じました。
「新聞は不要、ネットのニュースだけで十分」という意見が多いですが
みおはあまり賛成できないな。
忙しい方々ならともかく、自分の興味のあるニュースだけチェックする。
そんなことで、弱い立場の方々に思いを寄せられる まともな人間になれるとは思えない。
テレビのニュースは、ほとんどキャスターの思想に沿った、偏ったショーみたいなもんだもんね(笑）
まあ、みお朝日新聞は大嫌いですが(笑）

2008-06-05

東京オリンピック。

２０１６年に東京でオリンピック開催を目指すことは、みお すごくいいことだと思う。
そりゃあ確かに、成功するにも失敗するにも、誘致合戦には膨大なお金がかかるだろうけどさ・・・
もし開催できたとき、経済的効果はもちろんですが、なにより世界レベルの競技を
生で、特に子供たちが観ることができる。これは素晴らしいことなんじゃないかって、素直にみおは思う。
きっと、一生思い出に残ると思うし、そのなかの数％かもしれないけど、
感動して影響されて、その競技を始めて また数年後のオリンピックに選手として出場する
そんなことだって、あるかもしれない。夢があっていいじゃない(笑）
みおが東京に出てきて、４月の第１週の週末だったか、新宿で買い物してたら 小田急デパートの前で
たまたま都知事選の演説を石原慎太郎さんがやっていて、（すごい人ごみで動けなかった・・・笑）
「私も東京五輪の感動は今でも覚えてますよ。あの感動を、今の子供たちにも味あわせてやりたい
今、変な事件ばかりおきる世の中ですが、みなさん、また国がひとつになって応援できるようなイベントをやって
一緒に夢をみようじゃありませんか？」
みたいなことを、おっしゃってて、みおもすごく共感しました。
財政難だからとか・・・他にお金を使うことがあるだろ・・・って意見も正論だとは思いますが、
そういう考えは、あまりにも夢も感動もないって思うんだよなあ(笑）
っていうか、今さえよければ的な、せこい考えの大人ばかりでむかつくんだよ(笑）
朝日新聞はおそらく、「国がひとつになって応援する」とか、純粋に「日本がんばれ！！」と応援するのも
「偏狭なナショナリズム」とか言って、おそらく批判するのだろう。
夕方のニュース（テレビ朝日系）で、萩谷順論説委員が、
「いやあ 石原知事だけがテンションが高くて、都民の関心はどうなんでしょうかねえ？
私なんかは個人的には、（国民の支持率の高い）他の候補地に、そんなにやりたいなら、やらせてあげてもいいかなって思いま
すが。」と、おっしゃってました(笑）
このニュースも、「東京トップ通過も、都民の関心はイマイチ・・・」というタイトル。
ところが街頭アンケートでは、５５人中３６人が、「東京で五輪を開催してほしい」って、答えてるじゃん(笑）
それなのに「１９人が反対」とだけのナレーション(笑）
普通、６割５分が賛成していてたら、「いまいち・・・」だとか「１９人が反対」って言わないよねぇ(笑）、
その偏った姿勢にみおは、これがいわゆる週刊誌やネットで、朝日の報道姿勢が批判されたり、
「アサヒる」なんて言われてしまう(笑） ことなんだろうなぁって、妙に納得しておかしかった(笑）
みお、２０１６年は・・・・２７才かぁ。いい女になっていたいです(笑）
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2007 年 5 月 22 日

五月病？

なんか先週末から体がだるい・・・ ７℃７分の熱は、なんとか収まってくれたけど。３月中旬からの仕事の疲れがでちゃったかなあ
情けない・・・・ここ何年も、休むまもなく戦ってきたのに あんなに強気な私なのに、１人になったら負けてしまいそうだ。
こんなときは、絵里ちゃんの歌を聴こう！！
明日からまたがんばろう。わたしは、人のために尽くそうと思って、介護の世界に入ったんだから！

あまり思い出したくない昔のこと
今、竹仲絵里さんのＢＢＳで知り合えた、とってもステキな方とメル友になった
母に「あんたは人に心を開きすぎる」ってよく注意されてたけど（笑）
私は、やっぱり、自分のこと話さないで、相手の質問ばっかしてたら失礼だから全て話した。
パパが死んで、とっても貧乏になったこと。東京でいうところの、キャバクラを母が始めて、私は１３歳からホステスをしてたこと。
店で、いやな客に触られたり、アフターで食事についてって、いい人も多かったけど、車に押し込まれたり、レイプまがいのことされ
たり、あらためて色々あったなあ。
中２の６日間の家出の話したときが辛かった。食べるものなくて、ラーメンやの屋台で、食事終えた客に
「スープ飲ましてください」って言ったっけ（笑）
「なんだこの女」って言われて、私の顔にスープをかけられた、あの悔しさは一生忘れられない。
でもやっぱり今までの何もかもが私は大切。ホステスやんなかったら、高校も行けなかった。
ラグビー部の女子マネになって、花園をめざした、あの青春は掴めなかったと思う
そしてきっと絵里さんの音楽にも出会えなかったと思います。だから、あらゆる人、出来事に感謝です！

2007 年 5 月 23 日

私のパパ

死んだ私のパパは 恐ろしいほど、俳優の時任三郎さんに顔も声も似ていた
めったにドラマも見ない私が、時任さんを見たいのか パパに会いたいのか 出演されてるドラマや映画は絶対チェックしちゃいます！
「海猿」も「Ｄｒコトー」も夢中になってビデオ撮って見た。
私が子供のとき、何かのビデオでみた、時任さんが出てた栄養ドリンクの宣伝で 「２４時間戦えますか？」ってやつみて
パパのひざの上で、「なんでパパがテレビに出てるの」って聞いたっけ（笑）
「この人はパパじゃないんだよ」ってパパは笑ってました。
今 石原さとみちゃんとやってる「花嫁とパパ」も勿論チェックしてます！！
なんとなく役の中の石原さとみちゃんを私に重ねあわせたりして うらやましくなったり泣いてしまったり
１人の部屋で、「仲良くしてよぉー」って独り言いってます（笑） 相変わらず、進歩してないな私・・・

悔しい！！介護の現実・・・・
週間ダイヤモンドの先週号が介護特集で、つい買ってしまいました。
「なんでこんな子供が・・？」って店員さんに思われたらどうしようって少しおどおどしながらお金を払いました！
いろんな表にでてない現実の話が書いてあって、びっくりした。
たとえば、年老いた親が入る老人ホームを探すために、見学にきていた家族が帰るとき、営業の人がタクシーを手配するそうなん
ですがそのタクシーの運転手には施設が かなりのお金渡してて、
誰が施設のお金をだすのか、ほかに見学したホームの名前、ホントのところ、家族は親のことを、どう思ってるのかなど運転手に
聞き出させて、会話のすべても施設に 報告させてるそうです。つまりグルなんですね。
体験入所をされるようなご老人には、「絶対逃がすな」と号令のもと、普段の２倍も３倍も人と手をかけて、
実際、施設に入ったら、予想外の冷たい職員の対応だったとか・・・
私があ然としたのは、どこの施設でも、１０００万とか２０００万 施設に入るとき必要で、
プラス毎月 私のお給料よりはるかに高い ２０万とか３０万も払わなきゃいけないってこと。人生最後の買い物って言われてるん
だって。
私は、そういう人たちのお金で、ご飯たべさせてもらってるけど、やっぱり・・・できれば おうちで面倒みてあげてほしいな。
そしてホントにひとりぼっちで、ぬくもりを必要としてる人たちが、手軽に入れる場所であってほしい。
死が近い人には手をかけずに、回転率が早いから、転院て名目で、ほかの施設に高い値段で売り渡すとか
私、そんな奴らを目の前にしたら絶対なぐってやります。
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でもだまされる家族も無関心なんだと思う。自分を育ててくれた人をそんな高いお金出して入れてしまっていいのか もう１度考え
てほしいな。
明日からも、私まだ なんにも出来ないけど孫になるからね。歩けなかったら、私がおんぶするから大丈夫だよ！
おばあちゃんたちの時代のうた 私一生懸命調べてるの。絶対歌えるようになるから、今度一緒にうたおうね。もうちょっと待って
てね。

2007 年 5 月 25 日

むかつく〜〜

はしかにかかってしまった。まさか私が・・・って感じです。
昨日近所の病院 ３７．８度の熱に耐えていったら もう１回新宿の大きな病院に行かなきゃ行けないという。
紹介状かいてくれたのはうれしいけど、病院なんだから、なんでもいいから薬ちょうだいよ〜 タミフルでもいいからのみたい（笑）
そういえば、小学校１,２年のとき 注射が怖くて 予防接種の日 うそついて休んだことがあった。
頭が痛くて、熱があると嘘をついて、でも夜パパにばれておこられたなあ。
ダイスキだったパパに初めて怒られて、おまけに翌日、学校で、注射から逃げたってからかわれたから、よく覚えている。
あれが はしかの予防接種だったのか（笑）

やっぱ、嘘つくと、ばちがあたるね。

でも せっかく慣れた仕事やすまなきゃいけないのが辛い。 抵抗力弱い お年寄りだからしょうがないけど、病院の先生の ＯＫ
の診断書持ってくるまで、強制休暇です（笑）
あんなにあこがれてた休みなのに、やることがない ワイドショーも１日であきた（笑）
それに上京してアパート借りるのに、３０万近く使ったから、お金がない。来月どうなっちゃうんだろう。はやくも壁にぶちあたった。
横浜赤レンガの絵里ちゃんのライブ行けるかなあ？絵里さんはいつも元気でいてほしいな。
ああ頭いたい おなかいたい 気持ちわるいよー

2007 年 5 月 27 日

夢の中の不思議な出来事。

かなり強敵だぞ。はしかは。
金曜日の夕方まではたいしたことなかった。新聞では８度後半までいくって書いてあったけど、７度８分ぐらいだし
頭とおなかは痛くて、全身は凄い痒かったけど、まだ自分で動けた。ところが、夜から強烈な頭痛と吐き気と腹痛が襲ってきた。
８度３分とか５分とか。もうだめなんだって覚悟した。１人 部屋で死ぬのかと思った。
パソコンをみたら、１通 お友達が 心配してメールくれて嬉しかった。「ありがとう・・・」とおくるのが精一杯でした。
夢をみた。絵里さんがライブで何曲も歌ってくれた。「ありがとう」も「泣ける場所」もそして「黄色い花」も「種」も私は、ボロボロ泣い
てた。介護施設の、おじいちゃんやおばあちゃんも出てきた。「大丈夫かい 元気になるんだよ」って。
高校のラグビー部の練習風景。去年の猛暑の菅平の夏合宿。倒れた選手や、切り傷の手当てで グランドを走り回ってるわたし。
大きな鍋で カレー必死に作ってる私たち女子マネチーム。
花園予選で、今年こそ花園連れてってくれると信じてたのに、準決勝で逆転負けして、みんな崩れ落ちて泣いたこと。
卒業式の部の送別会で 絵里さんの「ありがとう」を歌ったこと。ここ何年かのハードな毎日と、中学から私を支えてくれた ダイス
キなＴくんの目が潤んでるのをみて、一番大事なとこで詰まってしまったこと。
そしてＴくんに告白したこと。振られて悲しかったけど、幸せだった。青春ドラマのヒロインになったようだった（笑）スピッツの歌流れ
てたらバッチリだったな。私の人生で一番ドキドキした。
「美緒 秩父宮に応援にきてよ、３年間ありがとう」って最後の言葉。
Ｔくん あんなに花園って言ってたのに、あなたはもう新しい夢を追ってる。
あんなに毎日 一緒にいたのに今はもう遠い空の下なんて。 メルアドぐらい聞くんだった。きっと大学でかわいい子とつきあうん
だろうな。ちきしょ〜

３ヶ月前の出来事なのに、遠い昔のことのようだ。

最後はパパがでてきた。ここ何年も出てきてくれなかったのに、そっくりの時任三郎さんじゃない、本物のパパだった。
「美緒大丈夫か？」って。だから私は必死に言った。
「大丈夫じゃないよ。美緒はあの時 パパが死んじゃうなんて思わなかったの。ホントにごめんね」って
パパの隣にはバイクがあった。私がどれだけ乗せてと頼んでも、高校出るまでダメだって許してくれなかった。
「美緒 バイクでドライブ行こう！」とパパが言った。
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夢の中で 私は死ぬんだと確かに感じた。迎えにきたんだと思った。夢の中でも凄い頭痛と吐き気と高熱だったから
パパと一緒ならいいかなと思った。
「もうずっと一緒だよね。一人にしないで。どこにも行かないで」ってパパの胸で泣いた。
パパはしばらくすると、私を離して 「美緒 まだ やり残した事あるんじゃないか パパはずっと待ってるから」って・・・・
そこで目がさめた。大汗かいて 枕カバーがビショビショで ボロボロ泣いてた。辛かったけど、少し楽になって熱も下がった気がして
やっぱりパパや絵里さんや、高校のラグビー部の子達が助けてくれた気がした。
やっぱりパパは永遠の私の初恋のひとだ。だから時任三郎さんもダイスキ だって顔も声もそっくりなんだもん。
でもなんで１２歳で死んじゃったの？パパが私にくれた日記読むまで、３年間も
「パパのせいで、こんな苦しい生活なんだ」ってパパを恨んで生活しちゃったよ私。
パパごめんね。許してね。また鳥取に、私お墓参りにいくから。
今度は どんなお酒がいい？高くてもいいよ。わたしもう社会人になったんだから。
パパ ありがとう。美緒を育ててくれて。パパが考えてくれた みおって名前ダイスキだよ。
ゆっくり休んでね。私はたくさんの人に尽くして、パパのとこ行くからね。

2007 年 6 月 4 日

おなかいたい

おなかが痛い。うーん しんどいなあ。パパ もう一回だけでいいから美緒を助けてよ。
熱は下がったのに、どうして！って思う。仕事もお金もなくなっちゃうよ〜
もう やばいぐらいにがりがりにやせた。パパ どうやって、このピンチ乗り越えたらいいの？

2007 年 6 月 5 日

はしかが憎いな。

いやな一日。

今日は、はしかで、新宿の大きな病院に行きました。この半月で、一気に落ちた体力にあ然とした。歩くスピードが恐ろしく遅い。
先生も、まだ直んないの？と首をかしげていて、また痛い注射をして、午後は健康診断で、あちらこちらの部屋を移動して、クタク
タだった。
おなか痛いから、お昼は、目の前のジョナサンでオニオングラタンスープしか食べれなかった。わたし、どうなっちゃうんでしょうか？
帰り、よっぽどタクシー乗ろうかと思ったけど、さすがにお金が怖くてやめた。
家に帰って、９時ぐらいまで居眠りして、石原さとみちゃんの「花嫁とパパ」を見て、またパパを思い出して泣いた。
もお〜 時任さんに顔も声もそっくりなんだもん。長い出口の見えないトンネルに迷い込んでしまったみたい。
絵里ちゃんの笑顔の写真みたら、少しだけ気分が楽になった。絵里さんのライブ 行けるかしら。

2007 年 6 月 7 日

そろそろ！！

本日、七時起床、洗濯して、掃除して、まだ、だるいが だいぶ良くなった感じ。ただ、腹痛だけは離れてくれない。
かゆみもあるが、以前に比べたら ひいてくれた。体中の真っ赤なかぶれ、消えてくれるだろうか？

熱は７℃５分。

嬉しかったのは、お昼に コンビニのおにぎりを１個たべられた。久しぶりのお米、やっぱ おいしい〜
はやく仕事したい。わたしはこんなとこで立ち止まってはいられないんだ。
パパ 美緒をたすけて。見守っててね。

2007 年 6 月 9 日

今日の日記

今日、散歩に行く予定だったけど、すごい雨と、
よくなってきたとはいえ誰かに麻疹を移してしまうのではないかという不安で、またもインドアな生活をしてしまった。
去年の今頃は、ラグビー部のマネージャーで、真っ黒に日焼けして 深夜は実家のクラブでホステスとして男の人の相手して。
いっぱい触られたりして、怖い目にもあって 仕事終わって辛くて いつも一人で泣いてたな。
あんなにはやく自立して一人になりたい、東京行きたいって思ってたのに、今ではあのころが懐かしい。
ホステス仲間の美紀ねえちゃん あやちゃん 元気にしてますか？ 母をよろしくね。
最近は、お風呂も OK が出たので、毎日ちゃんと入ってます。熱があって、あんまり食べてないので、出るころにはフラフラになって
んだけど。おなかが痛い。なんでだろう。
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絵里さんのライブまで、あと 2 週間か・・・茨城を出たあの日から、６，２３を目標に、もちろん楽しみにやってきた。
あのころ、絵里さんに誓った、人のためになにかできる社会人になれたのだろうか。
何事もなければいいんだけど。行きたい、這ってでも横浜に行きたい！！
絵里さん もし行けなかったら、美緒を許してね。チケット買ったから、少しは絵里さんに恩返しできたよね。
なんかライブ中の、お花のことで もめちゃってるみたい。
うーん、どっちの意見もわかるし、今回何百個って作ってきた方はすごいし尊敬するな。
でも確かに、これからずっと、みんな一緒に こういう応援をしようって決めちゃうのは違う気がする。
それこそ、３００とおりの応援の仕方があっていいと思うし。黙ってるのも、手拍子も、声をかけるのもすべて正しい。
絵里さんが喜んだから正しいんだ。それを否定するのって意見は、ちょっと論理のすりかえだと私は思うなあ。
元気になりたい。
パパ、美緒はまだ生きてていいんだよね。やり残したことあるんじゃないかって言ったじゃん。
あるよ・・・まだやりたいこといっぱいある。だから美緒を助けて・・・

2007 年 6 月 10 日

まだ、パパのこと忘れないからさぁ！

美紀ねえちゃん

なんとなく、ホステス仲間の美紀ねえちゃんに昨日メールを出してみた。母のこと お店のことなど聞きたかったから。
すぐ返してくれて、私の事心配してくれてうれしかった。
はしかで死にそうになったとはいえずに、毎日頑張って働いてるって嘘ついたのが心苦しかったけど。
美紀ねえちゃんと初めて会ったのは中１の時、母の店をオープンするのでホステスを募集したら応募してくれて、
当時 21 歳、すっごいきれいだった。東京で、銀座で働いてた美紀ちゃんは 私の初めての憧れの女性だった。
パパをなくして 精神的に不安定な私を、支えてくれて、ホステスの仕事を一から教えてくれて、
13 歳で働くのは法律違反だってわかってるのに、うちの事情を考慮して わたしを鍛えてくれた。
男の人に触られたり危ない目にあったら、おかあさんは厨房だったんで、美紀ちゃんがいつも助けてくれた。
バカなわたしはアフターで、だまされてレイプまがいのことされたときも
美紀ちゃんとボーイの男の子が一緒に助けに来てくれたよね。
なのに私はあの頃 なんて私は不幸せなんだろうっていつも思ってたよ。
こんな仕事早くやめたいって。そりゃ優しい、いいお客さんもいたけどさ。
でも今は あの頃が懐かしい。
学校終わって、美紀ちゃんやみんなに お帰り！ って言ってもらって、お化粧してもらってたあの頃がね。
私 沢山の人に守ってもらって支えてもらってたんだって 東京にきて今頃やっと気付いたよ。
楽しかったよ。ラグビー部と掛け持ちで辛かったけど、美紀ちゃんと働けて楽しかった！
世間の人が、私たちの仕事や美紀ちゃんを悪く言っても、私は、あの頃の私も美紀ちゃんも誇りに思ってるよ。
でも私は、めちゃくちゃ法律違反だったよね（笑）東京だったら、すぐ捕まってたよね。
美紀ちゃんがしてくれたメイクのおかげです（笑）
ありがとう美紀ちゃん。今度、美緒が帰ったら 美紀ねえちゃんにご馳走するからね。元気でいてね。母をよろしくね。
今夜 9 時から、トキオの番組に時任三郎さん出るそうです！！またパパを思い出して泣くんだろうなあ（笑）
でも かじりついて観ます！！

2007 年 6 月 11 日

パパと、うりふたつのひと！！

昨日、テレビをみてて不思議な気持ちになった。時任三郎さんは、死んだパパにそっくりで、声もそっくりで、笑った顔なんても
う・・・・

まるでパパが私の元に帰ってきてくれたような感覚になった。

ＴＯＫＩＯのみなさんのトーク番組に、一時間も出演されてて（ビデオにとっちゃいました）、はしかでまだ微熱があったんで、
横になりながら、テレビにかじりついて観てた。おかしくて爆笑して、急にパパを思い出して泣いたり、わたし精神不安定（笑）
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でも、あんなにしゃべる方だったんだ。ちょっと意外・・面白い人だった。かっこいいなぁ 美緒と一回デートしてほしい！！
時任三郎さんが、ご活躍されてるおかげで、私はパパのこと何一つ忘れないでいられるのかな。
ドラマの海猿で、海上保安官役の時任さんが、ボートで水中に遭難してしまった娘を助けようとして、逆に意識不明になってしまう
病院のシーンなんて

パパの最期の何日かを思い出して、もうダメだった。号泣した。

娘役の子役の女の子が、「パパ！パパ！」って必死に呼びかけるの。まあ私はあんなカワイイ女の子じゃなかったけど。
私の事を 女友達は「ファザコン」と笑う。
でも私の手帳にはさんでる、私の一番かわいかった頃の写真（笑）に一緒に写ってるパパをみてもらうと
みんな かっこいい！って言ってくれる。これが私の唯一の自慢。ついでのように、「みおちんもかわいいね」だってさ。
そして、誰もが驚いてくれる、「時任三郎にそっくりじゃん」って（笑）
パパ、美緒はもうひとりで生活してゆけます。でも叶うことなら、一日でいいから帰ってきてほしいよ〜
今なら私のお金で、ごはん食べに行ったり、2 人でドライブもいけるのに、、、
パパにお酌したいよ。ホステスで鍛えられたから、だいたいのお酒作れるんだよ。
美緒を強くするために、パパはお星さまになってしまったの？

2007 年 6 月 13 日

父の日のプレゼント

高校で一緒に、ラグビー部のマネージャーをやって、今は茨城の短大に通ってるヒロコちゃんから、昨日 MD が送られてきた。
添えられてたカードには、「何年後かの父の日に、みおちんが素敵な人を、お父さんに紹介できますように」って書いてあった。
ＭＤにはプリンセスプリンセスの「パパ」という曲が入ってました。
８９年生まれの私は「ダイアモンド」とか「Ｍ」は知ってたけど、この曲は知りませんでした。
お父さんに、娘が彼を紹介するという（結婚相手なのかな？）歌。
わざわざ MD に落としてくれて、カードまで添えてくれたヒロコちゃんの気持ちに泣けた。
最近は、優しくされた嬉し涙、病気になった悔し涙 怒りの涙、イライラの涙
ねえヒロちゃん

いろんな涙があるけど泣いてばかりだ。

私は、ヒロコと花園行きたかったよ〜 ヒロと一緒にあの芝生に立ちたかった。スタンドで応援したかったよ。

今年のチームがもし花園行ったら４年ぶりになるのかな？もちろんそうなったらうれしいけど
やっぱり自分たちの年で行きたかったよね。最後の試合の、あのノーサイドの笛、あの絶望感 今でも私、昨日のことのように覚
えてるよ。
卒業式の日、マックで私が泣いたこと覚えてる？つられてヒロコちゃんも泣き出して、
隣の席の小さな女の子が「お姉ちゃんたち どうして泣いてるの？」ってハンカチ差し出してくれたよね(笑）
しあわせになってねヒロちゃん！！
あなたがいたから私は、ハードな毎日だったけど、３年間もラグビー部で頑張れたんだよ！！

2007 年 6 月 14 日

食べたいと思う気持ち

昨日、はしかで病院行ったけど、まだ出勤許可の診断書もらえなかった。ショック・・・今度こそって思ったのにな。
まだ、そんなに多くの量は食べれないし、外食に行く気力もないし、つい菓子パンとかですませてしまう。
でもおなかは、すごくすいてて、いつも食べ物のことばかり考えてます（笑）
福岡ソフトバンクの王貞治監督が、胃がんで入院してたとき、テレビのグルメ番組やラーメン食べてるシーンが うらやましくてしょ
うがなかった って言ってた意味がやっとわかった感じです（笑）
そういえば、ここ 5,6 年、とんかつやステーキなんて、ファミレスで友達に一口もらったぐらいで食べてないなぁ あこがれるな。
高校生ぐらいまではやっぱり お肉が食べたかった。あれ・・・夏合宿のバーベキュー以来、肉料理なんて食べてないぞ！
でも今は、普通のものでいい。ラーメンとかギョーザとか、マックのチーズバーガーとか。
高校のときは 7 時から朝練だったから、家で食べれなくて、終わってやっと菓子パン食べて（笑）そのうち食べることを忘れてしまった。
よく、貧血で倒れてたし、私と話してると、急に私がコックリ眠りだすし、泣きながら友達が心配してくれたことがあった。
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よく頑張ったな私！
そうそう パンを作ってる会社とかカップラーメンの会社とか 大変なことだと思うけど、全体の０，１％でも継続的に、アフリカやア
ジアに食品を送ればいいのにと思う。
日本人なんてカップラーメンは カロリーが高いとか添加物が多いとか文句言ってる人多いんだから。
広い視点で見れば、優先順位は向こうのほうが上だと思うんだけど。
企業イメージもあがるだろうし 売名だって言われるだろうけど、そういう売名だったら大いに結構だと私は思うな。
とにかく 元気になっていっぱい食べたいよー！！

2007 年 6 月 15 日

ひまだな。

まだ仕事にも行けないから、暇で暇で、しょうがない。まさか、20 日以上も休むなんて・・・・
外に出れば楽しいことは山ほどあるんだろうけど、もう１００円たりともムダに出来ない！！
朝七時におきて、掃除して 洗濯して お昼にお友達にメール打って、朝コーンフレーク食べただけで おなかいっぱいで気持ち悪
くなった。なんなんだ今の私は！
きっと、ひきこもりになってしまってる人って、こうやって躓いてってしまうんだろうな。
私はまだ、元気になったら帰れる場所があるけど、何かひとつの出来事で躓いてしまって、人間関係が怖くなって、まわりのひと
の視線がだんだん冷たくなって

ますます自分に自信がなくなって、新しい場所でスタートしてまた失敗するよりは今のままでい

いかな・・・なんて感じじゃないだろうか。
私が親だったら、話も聞いて、もちろんお金のサポートもして なんとか再スタートきれるよう命がけで向かいあうと思う。
お金だけでもダメだし、話するだけでもダメなのに、ただ部屋に閉じこもってるのを許してる親の例とか聞くと 正直「しっかりしてよ。
親でしょ」って感じる。
そんな事で、この前ヒロちゃんにもらった、プリプリの「パパ」を聞いて、パパの写真を見ながらまた泣いていた。
「あのね。あの日のパパにどこか似てるの・・・・」ってとこがいいね（笑）
もう６年もたってるのに、いつまで私は泣き続けているのだろうか。という気持ちと、何一つ忘れずに覚えていられる私を嬉しく思う時
もある。きっとそのうち、新しい幸せと引き換えに、少しずつ忘れていくのだろうか？そのときは自己嫌悪で落ち込むんだろうな。
７回目のパパのいない父の日がもうすぐやってくる。
パパ 美緒を育ててくれてありがとう。 お母さん、もう幸せになっていいよね。
パパには美緒がいればいいでしょ！
パパ また夢に出てきてね。美緒はさびしいです。

2007 年 6 月 17 日

泣けるわ〜

朝からラジオをつけてると、プリプリのパパが３回も流れた
やっぱ、今日に一番ふさわしい曲なんだね。
でも聞くたびに、涙がでて困る。もしパパが生きてたら、私が結婚するときに反対したのだろうか なんて考えたり・・・・
パパ だいすきだよ。

今日の日記
今日は暑かった。散歩に行って、足に力が入らなくてきつかった。１時間は歩こうと思ったのに３０分ちょっとでリタイヤしてしまった。
この１ヶ月でこんなに体力が落ちてしまうなんて・・・

コンビ二でアイスを買って、家に帰って大汗かいたので、お風呂入って。

やせたなぁ やせるのはうれしいけど、こんな やせかたじゃなぁ。微熱と腹痛さえ消えてくれれば本調子なんだけど。
なんかイマイチ 寂しい。。。来週も、また おうちで過ごすのだろうか？ まるで

この６年ちょっとの疲れが一気に私に襲いかか

ったみたいだ。仕事したい！このままじゃクビになっちゃうよぉ。

2007 年 6 月 19 日

今日の日記

今日は午前中近所の病院に行って 注射を打ってもらってきた。思えば１ヶ月前、急に高熱とだるさに襲われて、ここを訪ねたよなぁ。
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先生は、まだ治ってなかったの？なんて不思議な顔してたけど、最後にはもう、ほとんど治ってるねって言ってくれた。
帰りは、遠回りして歩いてみたけど、やっぱりまだ、すぐ疲れてしまう。
体重はかなり減ってるのに、足がなかなか前に出ないって言うか・・・
家に帰るとぐったりだ。疲れて、昼間からだらしないなと思いつつ、つい横になってしまう。おなかすいたな・・・
でも、気持ちが落ち込んでるせいか、駅前のにぎやかなお店とかからは、なんとなく遠ざかってしまう。
こんなんじゃだめだ。しっかりしなきゃ！

お金はないけど、たまにはコンビ二じゃなくて、なにか食べに行こうかな！

そういえば、高校時代は、朝は別にしても、いつも食事のとき隣に誰かがいてくれた。
学校で、ヒロちゃんやクラスの子たちやラグビー部のみんなや、家に帰ったら、お店のカウンターの端っこだったけど、ごはん食べ
させてくれて、年上のお店のみんなが、「美緒、ちゃんとたべなきゃだめだよ」って、いつも気にかけてくれた。
今思うと、感謝の気持ちでいっぱい。お店の仕事もいやな事ばかりじゃなかったって思う。みんなありがとね。
よーし、なんかおいしいもの食べに行くぞ！！

ワンちゃん リック
高校３年の春、学校のグランドに 一匹のちいさなワンちゃんが紛れ込んできた。
あまりにかわいいので、まさか野良犬じゃないと思い、チラシを作って飼い主を探したんですが、なかなか見つからなくて
しかたなくラグビー部の部室で飼うことになりました。夜は、飼う余裕のある、２年生のﾏﾈｰｼﾞｬｰの子が、おうちにつれて帰って
今思うと、あちらこちらに連れまわしてかわいそうだったなあ。
リックと名づけたワンちゃんは、いつのまにかラグビー部のみんなの疲れを癒す存在になって、
私も体力がしんどい時、どれだけ優しい気持ちにさせてもらったか・・・
リックを連れてった試合は連戦連勝だった。大きな試合の前、私はいつも、ギュっと抱きしめて「明日勝たせてね」ってお願いしてた。
最後の花園予選ももちろん一緒で、でも準決勝の日だけ、元気がなく、便に血が混じってたりしたので、私が、病院に預けて試合
に行った。
その日は、最後の最後で、逆転負けで・・・・
私の青春と夢はその瞬間で終わった。
試合終わって リックを引き取りに行ったとき リックの目が「ごめんね」って言ってるような気がして、なぜか泣けました。
リックは今も元気に、昼間は部室で、夜はﾏﾈｰｼﾞｬｰの、まきちゃんのうちで暮らしてるらしい。リックに会いたいなあ
ねえリック。今年こそ、私のかわいい後輩たちを、花園につれてってあげてくださいヨ。元気でね。長生きするんだよ。

2007 年 6 月 21 日

おかあさん

お母さんとご飯を食べた。
3 ヶ月ぶりの再会。とある私のことで実家の茨城から、お店終わって車を飛ばして、今朝の四時ごろ、私のうちに来てくれた。
そこから 9 時ぐらいまでずっと色々話して・・・

時々怒られたり、二人で笑ったり、パパの話したり、なんか女友達みたい！

これでも私が中学生のときは、大喧嘩も何度もしたんだけどな。
きっと、お店を繁盛させるために力をあわせてるうちに、戦友みたいな感じで仲良くなれたんだと思います。
「美緒、いい歳して、いつまでパパ、パパって言ってるのよ」って冷やかされた。ごめんね。これからは、親孝行するからね。
お母さん、やせたね。ご飯食べる時間はあるの？
私がお店にいたときも、私は座らせて食べさせてもらってたけど、お母さんは厨房の裏で立ちながら食べてたこと思い出したよ。
実家の店で、厨房で料理は勿論、洗い場や、水仕事もしている母の手は、所々、切れてて、荒れていて かさかさだった。
ごめんね。お母さん 私、お店辞めて東京に出てきてしまって・・・・ 親不孝な娘だよね。
就職してからずっと、心の中の張り詰めてたものが、少し楽になった気がしました。
やっぱまだ、私は一人じゃ生きてゆけないんだなぁ

お母さん、明日から宜しくおねがいします。

-7-

みおボード

2007. 5〜2008. 3
2008. 3〜

http://mio-board.spaces.live.com/
http://ameblo.jp/mio8921fuku/

カテゴリ： その他

2007 年 6 月 22 日

大切な人 尊敬する人！

パパ お母さん、おばさん、 ラグビー部のみんな 監督 ヒロコ まきちゃん 美紀ねえちゃん あやちゃん コジ
お店のみんな 介護ホームのみなさん 入所者のみなさん ゆりちゃん 慎司さん 裕子 うえちゃん
亜季 ユンちゃん 奈々 リック 土屋さん 林さん 竹仲絵里さん 増元照明さん １８年間お世話になったみなさん
明日からの美緒に力をください。今からがんばってきます！！

すみません
ちょっとした女性の病気で、明日から１〜２週間入院することになりました。
継続して読んでくださってる方がもしいたら、申し訳ございません しばらく更新できません。ありがとうございました。

悔しさ
大好きなひとたちに心配かけてしまった

ずっと目標にしてたことを、自分の不摂生が原因で叶えられなかった。

この気持ちを 悔しさを、ずっと忘れないようにしよう。いつか たくさんのひとを笑顔にできる女の子になりたい。

2007 年 7 月 7 日

なんだこの病院は！

今、常時、開いている非常口から病院を抜け出し、徒歩２分ぐらいのネットカフェから書いている。
私の病棟は、そんなに重病人がいないし、消灯時間直後以外は、めったに見回りにこない。
そんなわけで上に１枚羽織って、時々、抜け出した。 ２度の手術も終えたし、あとはリハビリセンターで、１週間ぐらいトレーニン
グすれば退院できるかな。正直、あまりいい病院じゃない。息が詰まりそうだ。
許せなかったのは、手術のとき 医大生なのか 10 人位が私の許可なく手術室に入って、手術してる私を見学に来てたこと。
母は手術室に入ることすらできなかったのに・・・私の話を聞いた母の怒りっぷりは凄かった。
病院だって、私の働いてる介護ホームだって、たとえばレストランやカフェと同じ、お客様商売なのに。
下半身麻酔かけられ動けない私は、悔しくて泣いた。女性の病気で、わがままだけど、先生だって、できれば女性がよかったって
思ってたぐらいだ。中には２人女の子もいたのに、あまりに鈍感だと思う。 まさか こんな屈辱を味わうとは。
こんな病院に きっと最低でも７〜８万は払うなんて、死ぬほど悔しい。
今回のことで思ったけど、私は、人間誰もが、きれいな心を持ってるから、何でも話し合えば分かり合えるみたいに言ってる連中
が大嫌いだ。
少なくとも私が逆の立場なら、新人でも、技術はまだまだでも、患者さんの心を踏みにじるようなことはしない
頭がいいのかもしれないが、こういう当たり前の常識のない奴が多いな。こんな奴らが医者になるのか〜
テレビを見てたら 社民党の福島党首が安倍総理を、
「苦労知らずのボンボンのお坊ちゃんが、政治と憲法をおもちゃにしてる。 今度の選挙は安倍晋三イエスノー選挙だ！」だってさ。
あのう これが言葉で議論を戦わす政治家の言葉でしょうか？いや礼儀すら知らない、自分と意見の違うものは少しも認めない
小学生レベルだ。
さすが北朝鮮の政治体制を支持してきた政党の党首だネ。お願いだから、あなたたちが福祉を語らないでね。はやく退院したいな。

2007 年 7 月 20 日

やったぁ退院だ！！

今日退院できた。うれしかった。久しぶりの我が家は一ヶ月ぶりで湿っぽかった。
麻疹から始まって２ヶ月 たくさんの人に迷惑をかけてしまった。美緒を支えてくれた お友達のみなさんありがとう（笑）
そんな友達多いほうじゃないけど、みんな私の大切な人たちです。
月曜日から始まる仕事で、高齢者の方々に私のすべてをかけて尽くそうと思う。
ホントに苦しんでる方々には失礼だけど、何回かわずかではあるけど、死を覚悟した。
今 体力はぜんぜん無いし どうしようってなきそうだけど、何とか乗り越えられた事 考えれば
これからどんな苦しみにも耐えられると思います！

でも絵里さんのライブ 行きたかったなあ。くやしい〜

その前に明日あさって強行スケジュールで茨城に帰る！！

お店の手伝いさせられないよう逃げなければ！

美紀姉ちゃん あやちゃん ヒロコ まきちゃん待っててね！ あと愛犬リック 会いたかったよ〜 美緒のこと 忘れちゃったかな（笑）
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入居者のみなさん。福田美緒 月曜日から死ぬ気でどんな仕事でもやります。
こんな私でよければ、何でも使ってください。皆さんのお孫さんのような存在になれるようがんばります！

2007 年 7 月 24 日

ふるさと

茨城楽しかったぁ
お店のみんなが暖かく迎えてくれた。帰る場所がある 私はなんて幸せものなんだろう。
美紀姉ちゃんも、あやちゃんも相変わらず優しくて、何回も抱き合った。だいすき。
美緒が荒れてるときも、夜中泣いてたときも、いつも隣で支えてくれた二人
「魚民」ってとこに初めて夜中連れて行ってもらった。美緒の居酒屋デビューだ！（笑）
ヒロコとは土曜日の晩御飯一緒に食べて、ヒロちゃんの恋の話聞いて楽しかったです。
「高校のときと逆だね」って笑われた。そうだ。いつもヒロコに片思いの相談してたな。
思いが届いた彼氏 大切にして、しあわせになってね。また楽しい話聞かせてね。短大楽しそう！！
後輩まきちゃんは日曜日のお昼に再会、なんとリックもつれてきてくれて。私を覚えててくれて、顔とか首とかめっちゃ舐められた（笑）
かわいい〜 リックだいすきだよ。君はなんで そんなにかわいいんだ？（笑）
カフェで 先輩ぶって相談なんて受けてしまった。。。だめだよ。美緒は自分のことすら精いっぱいなんだから（笑）
夜ぎりぎりまでお店手伝って 東京かえって来ました。
また再び、仕事がんばる勇気をもらった。 茨城のみんな ありがとう。いつか恩返しします。母をよろしくね。

2007 年 7 月 25 日

私がラグビーを覚えたドラマ

昨日テレビのワイドショーに俳優の松村雄基さんが出てた。松村さんといえば私にとっては、スクールウォーズ！！
私が高校でラグビー部のマネージャーになったとき、ラグビーの事 何もわからなかった私に先輩のマネージャーがビデオを貸し
てくれた
昭和６０年に大ヒットしたドラマで、簡単にいうと、底辺校の不良だらけで、生きる希望すらなくしてる生徒たちに、
山下真司さん扮する、ラグビーの元日本代表選手が赴任して、ラグビーを通じて子供たちを教育して、７年後に全国優勝するとい
う、京都の伏見工業という高校の実話をもとにしたドラマ。
同期のマネージャーのヒロちゃんと、二人で「熱いなあ〜」っていいながらも夢中になってみてた。
とにかく泣ける。今みたいに、かっこいいお洒落なドラマじゃないけど、生きるとは？とか愛するとは？みたいなものがいっぱい詰
まってるなって感じた。全２６話見終わったあとは私もラグビー大好きな女の子になってました。
松村さんは「川浜一のワル」と言われて、恐れられながら入学するんだけど、山下真司さんにラグビー部に入れられて、
３年間で、友の死、必死の練習で、大敗した高校に勝利したり、３年生のときは花園出場を勝ち取ったりして、すばらしい青年に成
長していきます。以前は、このドラマを再放送すると、全国のラグビー部 入部希望者が激増したんだって。
面白かったのが、司会の中山秀征さんが夢中になってドラマの話してたとこ。みんな好きなシーンとか、セリフがあるんだなあ（笑）
思い出を振り返ってる松村さんも、ほんとに幸せそうな、いい笑顔だったな。
こういう人間ドラマとか、べただなって思えるけど大切なものいっぱい詰まってるドラマや映画大好き！！
お金貯まったら今度 DVD 買おう！また泣きたいな。

2007 年 7 月 27 日

明日から・・・

明日からまた忙しくなるので、準備が大変だ。勉強も少しはしたい。
介護ホームに戻って 「みおちゃんおかえり」って入居者の皆さんに言ってもらえて ほんとうれしかった。
もう、私の幸せなんかどうでもいいから一生尽くしてあげたいって思った。
なのに私は、腕が がくがくで足も震えちゃうし、前だったら軽々と抱えてあげることできたのに
悔しい・・・自己嫌悪だ。ジムにでも通ったほうがいいのかな。だめだ。そんな時間もお金もない（笑）
私は、お風呂で体洗ってあげたり、排泄の手伝いしたり、車椅子からベットまで抱えてあげたりすることがメインなので、
ミスのないよう、皆さんが少しでも気持ちよくなれるようがんばりたいと思います。
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人に尽くしたいって思った初心の気持ち忘れずに

明日からの激務 がんばってゆこう！

パパ 今の美緒は何点ですか？パパ会いたいよ〜
でも、今のみおはしあわせだよ。支えてくれるお友達がいます。助けてもらってばかりなんだ。
お母さんは、深夜勤務がんばってるよ。空から見守ってあげてね。
美緒はパパがだいすきです。ヒロちゃんからもらった プリプリの「パパ」って曲パパ知ってる？ いい歌なんだよお〜
私がいつも聞いてるから、パパも知ってるよね。

2007 年 7 月 28 日

元気でねパパ！！

深紅

私の ベスト１小説 といってもそんな読書家ではないんですが、
野沢尚さんの「深紅」という作品がだいすきです。確か何かの文学賞とったらしいんですが、ミステリー好きにはホントお勧め！！
とにかくどきどきした。 あっというまに読んだ。
子供の時、父親の仕事の行き違いから、うらみを買い、自分以外の家族を殺害された主人公カナコ
８年後、死刑判決が確定した男にも、自分と 同い年の娘がいることがわかり、
あらゆる手を使って探し出し、身分を偽って近づくものの・・・・・
私は、この作品のラストシーンが大好きで、ぼろぼろないてしまったんだけど、
ネットの書評欄なんかみてると、「なんだあのラストは！」 「ラストで裏切られた」 「そこまでよかったのに」 っていう意見が多くて落
ち込みました（笑）

私、ちょっとずれてるのかなあ・・・

でも解説の方が私の気持ちを代弁してくれたのでうれしかったです（笑）

この作品は一昨年 映画にもなったらしい。主人公カナコ役に内山理名さん。死刑囚の娘 未歩役に水川あさみさん。
水川さんなんて ほんとピッタリじゃんってうれしくなった。
原作の野沢尚さんも残念ながら自殺される前、ミホ役は水川さんしかいないって、おっしゃってたらしい。
DVD になってるみたいなので、私も早く見たいな。

2007 年 7 月 31 日

私が恩返しできること

土曜日早朝出勤だった私は 珍しく１８時にお仕事が終わった。
前日、家のＰＣに美紀姉ちゃんからメール。「夜会えない？」ってあった。
びっくりした。だって１週間前に茨城で会ったばかりだから。思わず 「私忘れ物した？」って聞いちゃった（笑）
お店も休んで東京に出てきてしまったのだという。夕食済ませて、エクセルシオールカフェに行った。
美紀ちゃんは６年前、高齢のおばあちゃんと暮らすために、銀座で働いてたのに、茨城に帰ってきて
私の母のお店で働いてくれた。
その８９歳のおばあちゃんが元気なんだけど、色々今までのようにゆかなくて 心配でたまらないらしい。
美紀ねえちゃんは、夕方から深夜までは仕事だから、在宅ヘルパーを頼んでるらしいんだけど、納得が、いかないんだって。
確かに話を聞くと料金のことも含めて、ひどいなって思った。
美紀姉ちゃんがどれだけ、おばあちゃんを大切にしてたか、６年間ずっといっしょにいたからよくわかる。
私の実家より、高校に近いということもあって、よく美紀ちゃんのうちに時々泊めてもらった。
深夜の３時とかに静かに伺っても、必ずおきてくださって、「ごはんは食べたのかい」って気にかけてくれた。
笑顔のきれいな 小柄なかわいらしい、おばあちゃんだ。
「お疲れ様、辛いことはなかった？」っていつも聞いてくれた。朝、ぞうすいと お昼に食べなさいっておむすび握ってくれた。
家庭的なことに飢えてた私にとって、何気ない心遣いがホントにうれしかった。
「美緒のところで看てもらえないかな」って言われた。「入居金とか、お金ならあるから」って。
これからのこと、美紀ちゃんがおばあちゃんに話したら 「美緒ちゃんのとこなら行ってもいいかな」って言ってくれたらしい
頼りにしてくれるのはうれしいけど、迷った。即答できなかった。私はまだ新人だし、毎日はいるけど、２４時間そばにいれないし、
茨城を離れて東京の施設で暮らすことが、ホントにおばあちゃんのためになるのだろうかって
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私にとっても、大切なおばあちゃんだ。だからこそ迷った。土曜日眠れずに悩んで、サッカーみながら悩んで（笑）
日曜日、上司の方に相談したら、「みんな力になるから、受けてみれば」って言ってもらった。
確かに私１人の力はまだまだだけど、チームワークで考えればいいのかなって思えるようになった。
１３歳のときから、お母さんよりもずっと一緒にいた美紀ちゃん。ホステスの仕事叩き込んでくれた
夜中 美緒が泣いてるときは、隣にいてくれた。お客さんから危ない目にあったときは、いつも美紀ちゃんが助けてくれた。
学校から帰ると 「おかえり！」って、キレイにお化粧してくれた。
美緒の青春時代 一番支えてくれたひとだ。卒業式にも来てくれた。 わたしの「ありがとう♪」を聞いて、泣いてくれた（笑）
決意は固まった。今度は私が美紀姉ちゃんに恩返しする番だ。
美紀ちゃん 大切なおばあちゃん 私に任せてね。私もっともっと勉強して働いて、立派な介護士になるからね。
おばあちゃん。みおは東京で待ってます。美紀姉ちゃんみたいなかわいい孫ではないけど、私がんばるからね。なんでもするからね。
また おばあちゃんのおむすび、いつか食べさせてね。美緒は高校のとき、お昼、グランドで泣きながら食べたことあるんだよ。

2007 年 8 月 2 日

節約 節約！！

お給料日の ２０日まで残り８０００円

や、やばい。。。 1 日４４４円かぁ・・・

やはり一ヶ月の入院が効いたな（苦笑） 先月の家賃もお母さんに半分出してもらったし、もう甘えられない。
仕事帰りの、エクセルシオールカフェも我慢しなきゃ！
でもがんばる。東京は食品の１００円ショップもあってびっくりした。美緒の田舎の茨城より、５０円から１００円ぐらい安く買えるよ。
とりあえず、そばつゆと、３食分のおそばの乾麺を買った。
どうか不意な出費がありませんように。美緒の家 ただいま３５度 あついよぉ〜 何もしてなくても汗がでる（笑）

公園の野良猫ちゃん
職場からの帰り道の、公園に かわいい野良猫ちゃんがいます。私が退院して 仕事始めてからだから １０日ぐらいかな。
あまりにもかわいくて、初めて会ったとき足を止めてしまった。きっとおなかすいてんだろうなって思って
いけないかもしれないけど、いったん離れて、コンビニで、キャットフードを買って、食べさせてあげた。
すごい食べっぷりで、こんなかわいいのに どうして捨てられてしまったんだろうって悲しくなった。
ふと愛犬リックを思い出しました。リックも、野良犬だったんだろうか？それとも飼い主が厳しくて逃げ出してきたのかな。
田舎だから野良犬はいっぱいいたけど、もし、あの時私の高校のグランドに入ってきてくれなかったら
今頃リックは どうなってたんだろうって怖くなった。
保健所に連れてかれて、殺されてしまう野良犬や野良猫は、毎日信じられないほどいる。
一時的に保管されてる所に行くと、自分の運命を知ってるからか 懇願するような目で、必死になって泣くと友達のヒロちゃんが言
ってた。

かわいいだけで飼い始めて、大きくなったり忙しくなったら 捨ててしまうようなそんな人たち

美緒は見つけたら、絶対殴ってやります。
連れて帰ってあげたいけど、今の私じゃ、お金もないし、家にいる時間もわずかだし どう考えても幸せにしてあげられない。
自分の無力さに悲しくなった。
今では私の顔を見ると、駆け寄ってきてくれる。キャットフード一缶と、お水を飲ませてあげて毎日帰宅につく。こんなことしか出来
ない私でごめんね。なんとか長く生き延びてね。

2007 年 8 月 3 日

とはいいつつも・・・

節約しなきゃ とはいいつつも・・・

あまりの暑さに、朝まで仕事して、のどが渇いて、エクセルシオールカフェに入ってしまった。

もうー １日４４４円なのに、２８０円も使っちゃったよ。みおのバカ！！
好きなんだよなあ エクセルシオール。 広いしきれいだし

田舎ものの私は、なんかすごい大人になった気分。

椅子なんか、ふかふかソファーなんだよー。
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そういえば ラグビー部の試合のとき、朝マックをご馳走してもらって、普通のハンバーガーしか知らなかった私は、ヒロちゃんに
「これなに？ めっちゃおいしいよ。」って聞いたことがある。
「あのね。みおちん。 これはマフィンって言うんだよ。 ソーセージエッグマフィンっていうの。
朝はね ホットケーキやハッシュポテトも食べられるんだよ」って教えてもらって感動した。
何も知らなかった私が、今じゃ仕事終わりに、アイスカフェラテ？飲みながら、新聞読んだり、勉強したり・・・
大人になったなわたし！！

2007 年 8 月 5 日

ありがとう、まきちゃん。

ラグビー部 で一緒にﾏﾈｰｼﾞｬｰをしてくれた１コ下のまきちゃんが
このブログを読んで、「みおちゃん、深紅 面白かったよー わたしもあっというまに読んだ」
って、私の PC メールに、いっぱい感想をくれた。絵文字ばっか使う、かわいいまきちゃん、いくつも文字化けしてた（笑）
別に私が書いた小説じゃないのに、うれしかった！！
私は、ひねくれ者だから、人から薦められた映画とか、小説も、なかなか感動できないこと何回かあって落ち込んだこと、何回もあ
ります。自分が好きなもの、好きって言ってくれるの うれしいな。
「美緒ちゃんは、未歩に似てるね」って書いてあった。さすがまきちゃん！！
そう私も未歩にすごい感情移入した。怖いようで、つっぱってて、でも純粋で、まっすぐなとこもある未歩がすき。
似てるかどうかわかんないけど、うれしかったな。
映画「深紅」の HP 見たら、予告編で、水川あさみさん、かっこよかったなー
私は、この小説の２人の女性の、家族を思う気持ちとか、つっぱってるとことか大好きなのです。はやく DVD 見たい！！

おばあちゃんと再会
昨日 午後、茨城から美紀姉ちゃんの、おばあちゃんがやってきた。
普通の入居者さんだったら、まず見学して、説明受けて予算の相談して、他のホーム回ったりするから
だいたい一ヶ月はかかるらしいんですが、「すべて美緒に任せるよ」って言ってもらって、
美紀ちゃんから現状のおばあちゃんの症状聞いて、掃除したり、介護用の特殊なベット搬入してもらったり。
なかなかハードな１日でした。
５ヶ月ぶりに再会した、おばあちゃんは、少しやせたかなって気はしたけど、元気そうだった。
でも杖をもって歩いてるのは、ちょっとビックリしました。
最後に会ったのは、お店のラスト勤務の日だから、３月８日 ３時ぐらいまで働いて、お店のみんなに挨拶して、
朝まで、美紀ちゃんと あやちゃんと すかいらーくで、ご飯食べたあと、おばあちゃんに会いにいった。
「あさってから東京に行きます」って言う私に、「美緒ちゃんは一瞬たりとも休めないんだねぇ」って
私の手をとり 「がんばるんだよ」って言ってくれたこと覚えてる
そのときは、まさかこんなに早く、こんな形で再会できるとは思わなかったけど、また会えて嬉しかった。
長く住んでた場所を離れて、知らない場所で生活すること とっても不安だと思う。
こうなった原因は私にもあるんだから、わたしの出来ること、全てをかけて、
おばあちゃんに、くつろいでもらえるよう、幸せになってもらえるよう、がんばってゆきたい。
金曜の夜から泊まりで働いてたから、一番不安な最初の夜に、おばあちゃんの近くにいてあげられなくて申し訳なかったけど、
１９時まで働いて、美紀ちゃんを渋谷まで送った。駅ビルのレストランで、天丼をおごってもらって、めっちゃうれしかった（笑）
ああいうとこで食事するの、パパが生きてたとき以来で、７年ぶりぐらいだから、ちょっと緊張したな。
最近ろくなもの食べてなかったから、助かった！！

ドトールで、ちょっと話して、２３時帰宅。

「すぽると」と 「スーパーサッカー」交互に見ながら、うとうと。。。。
加藤未央ちゃんと、本田朋子さん かわいいな。私もあんな笑顔のきれいな女性になりたいよー
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2007 年 8 月 7 日

暑い！！

夏休みということで、かわいい子供たちの 嬉しそうな姿を街中で見かける。
真っ黒に日焼けして、おとうさんと手をつないでる子とか、超かわいい。なんかパパを思い出すなあ。
水戸の映画館に、ドラえもんを観に連れてってもらったこととか、一緒にソフトクリーム食べたこととか、
走馬灯のように、よみがえってきた！

2007 年 8 月 8 日

みんな、しあわせになってね。

元気で、いっぱい遊ぶんだよ。

相手の立場に立って・・・・

私がメインで担当する入居者さんは、８人いるんですが、この前、横になると腰が痛いと私に話してくれた。
介護用の特殊なベッドだから、腰のあたる部分が、弾力性のある、クッション状になってるから、大丈夫だと思ってたけど、
やっぱり、背中の筋肉や脂肪が無くなってしまってる、おじいちゃん、おばあちゃんには痛くてたまらないのだと、猛反省。。。
情けない。毎日近くにいたのに、気づいてあげられなかった。
さっそく、ふわふわなクッションを買ってきて、腰から背中にかけて敷いて、試してもらった。
だいぶ楽になったみたいで、嬉しかったです。
守るべき事を守り、変えるべきことは、どんどん変えてゆく。常に相手の立場になって考えること。
私が気づかないこと。大切なことをいつも、現場で働くことで教えてくれます。さっそく全ての入居者さんに対応できるよう、提案。
先輩にほめられた。やったぁー（笑）

泣いたよー
今、ドラマ「牛に願いを Ｌｏｖｅ＆ｆａｒｍ」 にハマッてます。いやぁ １週間後が楽しみになるぐらい、久々に夢中になってるドラマです。
夏のドラマだと、印象に残ってるのは、１０年前の「ビーチボーイズ」とか、（みお８才）
２年前の鈴木杏ちゃんの「がんばっていきまっしょい」とか（ビデオにダビングして、夜中泣きながら見てたなぁ）
だいすきだったけど、今回も泣いて笑って、北海道の大自然に心奪われて・・・・
夏の３ヶ月間、北海道の酪農農家で研修する、農大生６人の青春物語！
最初は、無気力だったり、気合入りすぎて空回りしちゃったり、
自分たちで、立ち会った子牛の出産を境に、だんだんと友情が芽生えて、ひとつになって
それでもやっぱり、失敗したり泣いたり、怒られてばかりで。
昨日の回は、自分たちの不注意で怪我をさせてしまった牛が、乳が出ないことで酪農農家としては淘汰しなきゃならない現実を
なんとか回避しようと、みなで力を合わせるんだけど、現実の厳しさを知って、
ラストで、牧場から運ばれてゆく親牛を、みんなで泣きながら追いかけるシーンが超良かった。ボロボロ泣いてしまった。
私も新人だから、失敗だらけでも、不器用でも あんなふうに純粋でまっすぐで、ひたむきな女性で、いつまでもいたいなって思い
ました。こういうスタンダードな、人によっては、ベタだなって言うかもしれないけど、あったかい物語がだいすき。
最後は小さくても必ず希望があって、「私もがんばろう！」って気持ちになります。
現実の暗いとこを描いたり、リアルさばかり求めたり、恋愛に焦点を当てすぎたドラマ多いけど、
やっぱり私は、多少、オーバーでも、泣いたり笑ったり、感情移入できる物語が好きだなあ。
あとね。役者さんがとにかくすばらしい。今、旬の大人気の若手俳優さんに、市毛良枝さん、大杉連さん、朝加麻由美さん
小日向文世さん。なんか見てて、皆さん熱が伝わってくるっていうか、魂がこもってるっていうか 素晴らしいの一言です！！
槙原敬之さんの主題歌も最高！！

2007 年 8 月 9 日

今年こそ。

私の母校のラグビー部、ただいま絶好調。春〜夏のいろんな大会で、なんとあの国学院久我山に勝っちゃったらしい！！
ここ何年も勝てない憎き（そんな事言っちゃダメですね）、最高のライバル名渓学園にも勝ったみたい。
今頃は合宿かな。私も夏は長野県の菅平というラグビーの合宿のメッカに行った事が、今となってはいい思い出です。
倒れても、倒れても起き上がって走る、多くのラガーマンに、たくさんの大切なこと教わりました。
松任谷由美さんの、「ノーサイド」は、ラグビー選手を描いた名曲ですが、厳しい夏合宿を乗り越えて、
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秋のリーグ戦や予選を乗り越えて、冬、多くの人の前でプレーする姿は、ホント人生そのもので、かっこいいと思います。
９月からは、ラグビーワールドカップもあるし、ぜひ、多くの人たち、特に女性や小さな子供たちにラグビーの魅力が伝わるといいな。
私も、女子マネとして、きつかった、あの夏合宿を思い出すと、今どんな厳しい仕事でも乗り越えられる気がする。
花園行きたかったなあ・・・・

2007 年 8 月 12 日

今年こそ！！ お願いします神様。 リック、まきちゃんまかせたよ。信じてるよ！

暑さに負けそう。

今朝、仕事帰りで入った、エクセルシオールカフェで、爆睡・・・・
９時半ごろ入って、日曜日ということもあって、親子連れが、何組かいるぐらいで すいてました。
席に座って、本を読もうとしたところまでは覚えてるんだけど、
目が覚めたら、多分、満席なぐらい、すごいお客さん。時計を見たら１４時だった。
はずかしい。何時間寝てんだよわたし！！
しかし暑いなあ。家帰ったら３５度もあるし。
弱気になる。１人暮らしはきついな！

2007 年 8 月 16 日

初体験。。

お給料日を前に、みお 財政破綻。（涙）

だって、二ヶ月休んでたんだもんって、思いっきり言い訳デス。

１日４４４円の決め事、守れなかったな。
ゼロはつらい。震えた。こんなわたしでも、色々支払いとかあるわけで、（借金じゃありません）
女の子は、生活するにも、ちょっとしたお金が かかるわけで・・・・

母に借りるわけにもいかず、色々考えた結果！！

初めて質屋に行った。街道沿いの近代的な質屋だった。
いけないとは思いながらも、子供で、お金になるもの持ってなかった私は、
後ろめたい思いで、就職祝いで、おばさんから頂いた、ブランドもののバッグを質入れで出してしまった。
あーもう、わたし、最低な女だ。

あまりに立派でキレイで、いつかハレの日に使おうと、

「みおちゃん、いつか初めての彼氏が出来たら、デートで使ってね」って、おばさん言ってくれたな。
おばさんごめんなさい。お給料貰ったら、すぐ、迎えにゆくからね。絶対、質流しにしません。
でも、質屋のおじさんは、とっても優しくて、「大切にお預かりしますからね。安心してくださいね」って言ってくれた。
３ヶ月で取りにこれなかったら、期限延長も出来るから電話くださいって。
優しい。８０００円も貸してくれた。おじさんが恩人に思いました。
これでなんとか、食事も出来るし、野良猫ちゃんのキャットフードも買ってあげられる（笑）
だらしないなわたし、お金にだけは困らないよう生きてゆかなければ。 一日も早く、バッグを迎えにゆかなければ。
質屋さんのおじさん。ありがとうございました。あ、ヒロちゃん、まきちゃん、美紀姉ちゃん。こんなことお母さんに言わないでよ（笑）

さわやかな感動。
疲れてても 常に色んなジャンルの本を読もうと心がけてます。正直よみが外れて、かえって疲れが増してしまうこともあるんですが・・・
ページをめくるのに、必死で、ドキドキして、気づいたら１時間も２時間も、夢中で読んでる。
めったに出会えない、そんな気持ち。読み終わってしまった時の爽やかな感動と、少しの寂しさ。これだから読書はやめられないな。
久々に、そんな本に出会った。ラグビー元日本代表監督として、唯一ワールドカップで勝利を挙げ、（９１年大会ジンバブェ戦）
１９８９年、監督赴任早々、会見で、「勝ちますよ」と言い、世界の８強といわれる、スコットランドから歴史に残る大金星をあげた、
宿沢広朗さん。
この試合は、私も高校生のとき、ビデオで見たけど、結果はわかってるはずなのに、感激しました。今では指導者の世代の往年
の名選手が、大観衆のなかで、見事な５トライと完璧なディフェンス。
若い宿沢さんが、試合後、歓喜の中で胴上げされてたこと。はっきり覚えてます。
ラグビーのみではなく、三井住友銀行の頭取候補とまでいわれながらも、昨年夏、群馬県の山中で、登山中に心筋梗塞で、亡くな
られてしまいました。
私も、お店の仕事終わりに、NHK の深夜のニュースで、「ラグビー宿沢氏、死亡」というニュースを見たときは、言葉を失った。信じ
られなかった。
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「宿沢広朗 勝つことのみが善である」は、ラガーマンとしても、銀行マンとしても、勝利を目指して結果を出し続けた
そして、誰からも愛され慕われた、そんな宿沢さんに迫ったラグビーライター 永田洋光さんの迫真のノンフィクション！
２００１年からの強化委員長時代には、日本代表選手の出向と言う形での、半プロ化
各地域のトップチームを、一つのリーグにまとめた「トップリーグ」の創設、スタートのために奔走され、
ユースチームの強化、外国人コーチの招聘など、世界のラグビーの現実をみながらハイスピードで改革をされたんだというのが、
よくわかった。
財源の使い方や、強化方針をめぐる日本協会との対立は、まるで政治の世界を見てるようで、ハラハラした。
銀行のような、多額のお金が動き、常にスピードと正しい判断が求められる世界で鍛えられてきた宿沢さんが、
利益を求められない、過去の成功体験に、縛られてる協会の実力者たちに受け入れられないとことか、かみ合わないとことか、悩
んでるとことか、まるで、目の前で見てるよな、感じがして歯がゆくて、私も読んでて悔しかったです。
でもすごい面白かったのは、監督として選手の心を見事につかみ、結果を出し続けたところ。勝つためなら〜 合法的で恥じない
行為なら、どんなことでもされたところです。
スコットランド戦の前、秩父宮の隣の伊藤忠ビルから、超望遠レンズで、相手の練習を眺めたりとか（笑）
試合前の食事会では、「お互いボールをグランドいっぱい動かすラグビーをしましょう 日本のバックス勝負 受けてもらえますか」
と挑発して、相手の返答をみて、どういう戦い方でくるのか、探ったり、９１年ワールドカップ大会なんて、私は２歳で、全然記憶な
いけど、予選からの戦いぶりの永田さんの再現が見事で、まるで秩父宮で一緒に応援してるような、感動を覚えました。
今、Ｊリーグに押されて、ラグビー人気は低迷してるそうですが、ファンと日本代表が一つになって、みんなに愛された時期があっ
たんだな

多くの方が、宿沢ジャパンは最高のチームだったという意味が、１８才の私にも、よくわかりました。

プライベートでは、とっても優しい照れ屋さんな、いいお父さんで、私が見ても「宿沢さんいいお父さんだな かわいいな」っていう
微笑ましいエピソードがいっぱい書いてあって、仕事場では、とっても厳しく非情なとこもあるのに、みんなに愛され慕われてて
読んでて、ＯＮとＯＦＦの分け方が、とってもはっきりされてたのかなって感じた。
私は、他の人が、バンカーとしての観点で宿沢さんを書いた本も読んだんだけど、永田さんは、どこか この本を否定してる表現
がいくつか出てきます。
宿沢は、協会から追われて落ち目になって、山登りに新たに打ち込んだという１部の説は、宿沢さんを知らない人間のたわごとだ。
と明確に否定して、「宿沢は、銀行でトップをとって、ラグビーの世界に戻ってくるはずだったのだ」と。
あの強気なサントリーの清宮監督でさえ、宿沢さんを慕い、尊敬し、「本気で、銀行で頭取になって、ラグビー界をトップダウンで、
一気に変えてしまうんだろうな」

って言葉が、すごい印象に残りました。

ラストでも書いてあるけど、今年のサントリーと東芝の死闘 私も秩父宮にヒロちゃんと見に行って、寒さを忘れるぐらい熱くなって感
動したけど、宿沢さんが、トップリーグを作った理由、こんな試合をファンに提供したかったんだ、って思った。目頭が熱くなった。
宿沢さんが蒔いたたくさんの改革の種は、今では当然のこととなり、日本を愛する、Ｊ．Ｋこと、元ニュージーランド代表の名選手
ジョンカーワン監督の新生日本代表チームが、９月、ワールドカップで世界に挑みます。
こんな優秀な方を失ってしまった悔しさとともに、天国で見守っててくださいね。
うーん いい本だった。いつか松尾雄治さんのラジオで、ゲストの宿沢さんが、日本代表の改革案や、夢やビジョンを真剣に語っ
てたこと思い出した。
女子マネ時代にラグビーの知識つけたくて、ラグビー関連の本、いっぱい読んだけど、一番と言っていいぐらい、面白かったぁ。
思わず部屋で泣いてしまった、宿沢さんみたいに、仕事で、結果を出すために、勝つために、あらゆる努力や、あきらめない姿勢、
学びたいなって思いました。
ラグビーを全く知らない方でも、とっても読みやすくて、おすすめです！！

2007 年 8 月 20 日
きゃあー

電気が・・・

電気が止められた！！

止まるのね（笑）

土日、電気が止まりました。後回しに後回しにしてたら、こんなことに。ほんとに、電気って

まあ、どうせ家にいるのは夜勤だから昼間だし、扇風機もクーラーも無いからいいんだけど（笑）

今日、お給料いただいて、なんとかなった。テレビとパソコン使えなかったのは辛かったな。
しかし、七月の後半まで、働けなかったせいで、今月のお給料も泣きそう・・・・
しかし暑い。これじゃ我が家に扇風機がやってくるのは来月ね（もう秋じゃん！）
18 歳、みお この屈辱、忘れないようにしないと。いつの日か、立派になるぞ！！
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2007 年 8 月 22 日

ツキが、離れてゆく・・・

超赤字生活・・・・（苦笑）

リサイクルショップに行ってラジカセを売ってしまった。あーあ、せっかく初お給料で買ったのに・・・・

私が、二ヶ月も病気して、職場復帰遅れたのが悪いけど、くやしい。。。家賃を払ったら、キャーどうしようって思った（笑）
悪い事してるわけじゃないけど、質屋にも行って、ブックオフや、金券ショップにも行ったし、換金できた瞬間は、ほっとして、うれし
いけど

しばらくすると強烈な自己嫌悪が美緒を襲います。

こんな姿、パパがみたら悲しむだろうな。ごめんなさい。どんどん、大切なものが、美緒のもとを、離れてゆく気がする。
もうー なんでこんな、いろいろ、お金かかるのかなぁ。一人暮らしは厳しいと思ったよ。
おまけに、パソコンの調子も悪いし。とうとう、サウナ状態の美緒のお部屋で壊れちゃったかな（笑）
携帯持ってない私は、パソコン壊れたら、ホント孤独になっちゃうよ（笑）
３０分２５０円なんて、高いって・・・・

しょうがないから、最寄り駅のネットカフェに来た。

それにしても８千円で買ったラジカセが、５００円はないよー

まあ、ああいうお店は、そうやって儲けてるんだろうけどさ。
あと一ヶ月、超貧乏生活（笑）耐えなきゃなー。あと２週間、はやく職場復帰できてればよかったのにー
お金を稼ぐ事とか、現実から逃げないで、がんばっていこうと思いました。おなかすいた（笑）
来月のお給料日までがんばらなきゃ。はやく来て！

2007 年 8 月 29 日

この程度の事じゃ、負けられない！！

また会おうね

日曜日、ヒロちゃんカップルが、東京観光にやってきた。
長時間勤務だった私は、2 時間の休憩もらって、最寄り駅でヒロちゃんたちと再会！

制服姿、恥ずかしかったなぁ。

ヒロちゃんの彼氏さんも、素敵な方でよかった。ヒロちゃんを頼みますョ
３人で、エクセルシオールカフェで食事。ヒロちゃんがおごってくれた。わぁ〜 嬉しいけど情けない・・・・
「美緒、入院してたからお金ないんでしょ」って。キャーばれてる（笑） さすが３年も一緒にいただけあるね。
なるべく私たち二人の話にならないよう、私は聞き役に回った。成長したな私！
しかしヒロちゃん、私の顔をみるなり号泣。。。。なんで？って思った。退院してすぐ、茨城で会ったじゃん！！
「美緒、こんなにやせちゃって・・・・」だって。そうかなあ。まあ高１の時は太ってたからなぁ。１２，３キロは絞りました（笑）
大好きなヒロちゃんたちと話して、また昔に戻りたいなって思った。去年のことなのに、毎日会えてたのが懐かしい。
高校の目と鼻の先の、鹿島スタジアムで二人でアントラーズの試合見たよね。
「サッカーはすごい人気だね」ってピントはずれなこと言ってたな。
鹿島神宮で二人で、５００円ずつお賽銭入れて、「花園に行かせてください」ってお願いしたのに。もぅ〜〜神様ヒドイよ（笑）
次に会えるのは、いつかな。決勝まで行ったら応援に行くからね。今年は大丈夫だよね？ヒロちゃん。
私たちと一緒に女子マネがんばった、一才下だけど、あの超かわいかったマキちゃんが、今三年生で、チームをまとめてるなんて
すごいなー まきちゃん。いつもありがとう。リックの世話もホント感謝してます！
しかし私から見れば、ヒロちゃんこそ、めっちゃ綺麗になった。背高いし、細いし、大人っぽいし、色っぽい！！２５歳ぐらいに見えた（笑）
昔、ヒロちゃんが私のお店に、遊びに来たとき、冗談半分でみんなに、「美緒、あの子スカウトしてよ」って言われたな（笑）
「美緒と同い年なの？」って言いやがった（笑）
知らない人が見たら、夏休み最後の日曜日、お姉ちゃんと彼氏のデートに、妹が付いてきたって感じだろうか。
うーん。。悔しい！！
恋の力はすごいねヒロちゃん。また会おうね。しあわせに。。。。。

一夜限りの復活！
ラジオっ子のわたしは、99 年から 03 年まで、ニッポン放送の「ａｉｋｏのオールナイトニッポン」聴いてました。
正直、アイコちゃんの CD そんなにもってないし、ライブも行ったことない。
でもなんか、いろんなことがあった青春時代、お姉ちゃんのようなアイコちゃんの明るい声に、優しさに夜中何度も救われたなあ。
4 月 4 日のパパのお葬式の日の夜も、一人部屋で聞いてた。中二の年末に家出したときも、水戸のファミレスで、
「これからわたし、どうなっちゃうんだろう・・・」って思いながら聴いてた。
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12 歳で、お母さんがお店始めてからは、夜中も働いて アフターの帰り道、まっくらな道を、一人でラジオ聴きながら帰った。
ラストのスポンサー読む前の、「笑うのが苦手な人、学校が苦手な人、人ごみが苦手な人、〜〜明日もいいことありますように」っ
てとこ

いつも、わかんないけど泣いたなー。

たくさんきっと苦労されてるのに、周りの人を笑顔にする、明るい気持ちにしてくれる、ラジオ聴いてて、歌も好きだけど、すごい方
だなって思いました。ａｉｋｏさん、アイちゃんのラジオに励まされた私、小学生だった私も、今、18 歳の介護士になりましたよ！
昨日、ａｉｋｏのオールナイトニッポン 一夜限りの復活。私も、休みだったんで、部屋で夢中になって聴きました。
もう 4 年もたってるのに、アイちゃんは、相変わらず 面白くて、あったかかった。これからも、いい歌いっぱい歌ってね。
あのアイちゃんが３０代なんて、みおも年とるはずだ（笑）

2007 年 9 月 1 日

でも今でも、超カワイイ！！

ありがとうございました。

スウィートシーズン

実家のお店で、ホステス仲間だった女の子から
「美緒はこのドラマでも見て、少しは恋愛の勉強してください」って、スウィートシーズンって、ドラマのビデオが送られてきた。
９８年に放映されたドラマみたいで、（みお９歳だなあ）、ストーリーは 超若い、松嶋奈々子さん演じる、旅行会社に勤める真尋が
椎名きっぺいさん演じる、上司と不倫しちゃうってお話。
いけないとわかっていながら、どんどん好きになってしまうとことか、家庭内の問題とか正直 重くて切なかった。
まあストーリーはともかく（笑）、舞台が横浜で、映画みたいな撮り方で、すごいロマンチックで
夜のデートだから中華街とか、湾岸とかキレイなとこ、いっぱい映る！
主題歌はサザンの、「ラブアフェアー 秘密のデート」

♪マーリンルージュで愛されて、大黒ふ頭で虹を観て〜 ってやつです。

田舎ものの美緒は、超ドキドキ、感動！！
あとびっくりしたのが、２人が、夜デートして、お酒飲む、バーっていうかレストランに
［ｓｗｅｅｔｓｅａｓｏｎ］っていう、古い時代のアメリカ風の、超おしゃれなお店が使われてたこと！！
本当に実在するのかなあ？ 行ってみたい。
それで毎回、一番いいシーンで、キャロルキングの 「ｓｗｅｅｔ ｓｅａｓｏｎｓ」って曲が流れるのです。
おもしろかった うんラストシーンも納得！！

紹介してくれてありがとう。でも、みおは観てて切なかったよー。

昔のこと。
最近よく宣伝されてる「ｌｉｆｅ 天国で君に会えたら」って映画の宣伝の、「パパ、死なないで・・・」って言葉が、頭に残って、離れないです。
私も、冗談半分で、パパにおんなじこと言ったなぁー
あの時 病室で笑顔で抱きしめてくれたけど、パパは、どんな気持ちだったんだろう。
残してゆく娘に痛いこと言われて まさか死んじゃうなんて思わなかったとはいえ、なんで私、あんなこと言ったんだろうって
６年たっても、自分が許せないです。パパほんとごめんね。
私は今でも、映画やドラマで、人が死ぬシーンとか見れないです。
最近の邦画で、ファンタジーのように、亡くなった人がよみがえるとか

よくあるパターンだけど、どうなのかなあ。

そんなキレイなもんじゃないと思うんだけど。もちろん、死別の悲しみをしっかり描いた、素晴らしい邦画もたくさんありますが。
うーん、観にいきたいけど、観に行く勇気がないな。

2007 年 9 月 4 日

すごい行列だぁ！

この前、 研修帰りで新宿の高島屋の近くを歩いてると、なにやら凄い行列！

「なんだこれは！」って、お祭りかと思った（笑）

よーく、最前列のほうをみると、「クリスピードーナツ」というドーナツ屋さんでした。みお、初めて知った。
近寄ってみると、かすかに いい匂いが・・・・ 好きだなあ、ドーナツとか甘いもの、脂っこいもの（笑） 食べたい！
もちろん、並ぶ時間もなく、新宿駅に向かったけど、気になって、就職で上京した同級生の女の子にメールしてみた
みお 「ねーねー、新宿の高島屋のとこに、凄い行列のドーナツ屋さんあったんだけど、知ってる？」
友達 「え、わかんない。ミスドじゃなくて？」

よかった、私たち仲間だね（笑）

職場の、若い女性の先輩に聞いたら、とってもおいしい、有名なお店なんだって。
みんな 1 時間以上並んで買うらしい。 でもそんな並んだら、いっぱい買っちゃいそうだよ（笑）
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2007 年 9 月 6 日

最近思うこと。

働いてる介護施設で、入居者さんと話してると、やっぱりみなさん、お孫さんや、お子さんのお話が多くて、
楽しかった昔話聞いてると、「実家に帰りたいんだろうな。ほんとは家族で賑やかに暮らしたいんだろうな」って胸が痛くなる。
夜は寂しいだろうな。不安だろうな。
きっと施設には入れるぐらいだから、それなりに若い時努力されて、お子さんも立派なんだろうけど、
各家庭、それぞれ理由はあるけど、年老いた親を、ホームに入れてしまうのが正しいのかな なんて思ってしまいました。
でも、そういう方々のおかげで、私は生活できてるわけですが。
その反面、病気をかかえながらも、高齢者の一人暮らしされてる方も沢山いるだろうし。
希望者は、お金がなくても、老人ホームや介護施設に入れる。
福祉税みたいなの設けて、老後は国が面倒見てくれる。北欧のような、そんな仕組みにならないかなあ。
「国が・・・」っていうと、すぐ拒否反応おこす日本人多いけど、やっぱり最後は何事も、国が責任もって動かないと何も解決しないと
思います。たとえ今は高額の税金でも、どんな人でも老後は、税金で、面倒見てもらえるってなったら
老人は若い人が支えるんだ っていう文化が定着したら、 今のいろんな問題も解決するんじゃないかなぁ。
そんなことを考えてしまいました。

ラグビーワールドカップ
金曜日から始まる、ラグビーワールドカップにドキドキ！！
日本代表は、予選で、オーストラリア、フィジー、ウエールズ、カナダと対戦！
オーストラリア、ウエールズは厳しいけど、なんとかフィジーに金星挙げて、カナダに競り勝ってほしいな。
最初の二試合は、中３日という、強行スケジュールのため、
カーワンさん（監督）は、まるっきりメンバーの違う２チーム作って、試合に臨むらしい。
フィジー、カナダには主力をぶつけ、豪州、ウエールズには若手のメンバーをぶつけるんだって。
さすが！！ みんなに試合に出るチャンスがあるんだぁ。
もちろん勝ってほしいけど、たとえ負けても、日本のいいトライがみたいな。
前回大会みたいに、現地の人に感動を与えるようなディフェンスを見せてほしい。
5 次攻撃、6 次攻撃ぐらいで、最後人数が余って、 外に振られてトライされるのはしょうがないけど、
ファーストタックルが決まんなかったり、簡単にトライされちゃうだけはちょっと・・・
なんか、カーワンなら奇跡を起こしてくれそう！！
なんとか深夜、生で見たいなー。 無理かな、ビデオ録画かな（涙。。） でも、日本テレビさん中継ありがとう☆

2007 年 9 月 7 日 明日が楽しみ！
いよいよ、 明日からラグビーワールドカップ！
オーストラリア相手で、さすがに勝利は難しいだろうけど、なんとか大量失点せずに締まったゲームを期待したいです。
そして、トライが見たい。３トライはとってほしいな。日テレで放送される、２４時ごろまでに、家帰れるかなぁ・・・
解説は、サントリーの清宮監督。うーん渋いわ（笑）
私は大学ラグビーは、先輩が何人か進学した慶応大学のファンなので、長いこと「清宮ワセダ」は憎たらしかった（笑）
「なんだこのおっさん！」って思った。
インタビューでも強気で偉そうだしさ（笑） でもホントは、とっても熱い方で、涙もろくて、ラグビーを世間にもっともっと広めようと常
に考えておられて
ご自分のチームで勝つために、あらゆる労力を厭わない方なんだなって感じました。
カーワンの次は、清宮さんに日本代表の監督やってほしいな。
高校のとき、タッチラグビーというものの存在を知りました。
通常のラグビーのタックルがなくて、タッチをすると攻撃権が相手チームに移るというもので、女性や子供でもできる。
週に一度、グランドにきてた、近くの幼稚園や小学校の子たちと、指導してよく一緒にゲームをやった。
子供たちは、ほんとすばしっこい、機敏で、頭がよくて！！
普段は裏方の仕事が多かった私たちも、ラグビーに参加できたみたいで楽しかった！
やってみると、いかに相手の少ないスペースに、ボールを動かすか、相手を抜き去るか考えるから、頭も疲れました（笑）
あの時一緒に、タッチフットをやった子供たちが、将来ラグビーを始めてくれたら嬉しいな。
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2007 年 9 月 10 日

つかれたあ。

なかなか 激務な日々が続く。きついなー まあしょうがないか。どんなお仕事も１年めはきっと、こんなもんだろうし。
疲れたときは、優しい気持ちを忘れてしまいそうなときは、人のための仕事がしたい、誰かの力になりたいって初心の気持ち、思
い出さなきゃ。でも、おじいちゃんや、おばあちゃんが私を頼ってくれるのは嬉しい。
５年前の年末、家出して、繁華街をフラフラしてた、なんにもなかった私が、ここまでこれたかって、素直に自分を褒めてあげたいな。
プライベートも、ヒロちゃんみたいな素敵な恋も、二十歳過ぎてからでいいや（笑）

新しいスタート。
お母さんが再婚することになった。前から決まりかけてた話だけど、いざ決まってしまうと複雑・・・・
きっと再婚したって、お母さんは毎晩、お店で働いて、何にも変わらない毎日だけど、パパは、書類の上では、「前夫」になるのか。
なんとなく、悶々としてたら、美紀ねえちゃんから、「みお、落ち込んでるんじゃないの？」とメール
やっぱり、美紀姉ちゃんには、私の考えてること、ばれてるなぁ（笑）
東京に来てから、不思議な縁で知り合った、いつも支えてくれた友達もメールをくれました。
再婚相手の方は、すごい、いいひと。 顔だって、パパの次ぐらいにかっこいい（笑）

うーん 困った！

「おかあさん、私に遠慮しないで、再婚していいよ。」って自分から言ったくせに、この嬉しい反面・・・な気持ちはなんなんだ！（笑）
わたしって、変な女だな。
パパ、もう、お母さん、新しい人と幸せになっていいよね？

みお流観戦レポート！！
ワールドカップ初戦、やっぱり オーストラリアは強かったぁ！！
私の予想では、70 点台ぐらいの失点で、２トライぐらい取れるのではと思ってたけど、甘かったな、９１−３なんて・・・・
しかしもったいなかったのが、前半中盤、耐えに耐えて、オーストラリア陣、１０メートルライン付近で、やっと貰ったペナルティー
グランドも久々に沸いて、解説の清宮さんも、「ここはサインプレーから仕掛けるのでは？」みたいなこと言ってたけど
ただ、スタンドオフの小野選手が、相手の裏に蹴って、ウイングの小野沢選手を走らせるだけという、実に単調なプレー
がっかりしたよ。高校生だって、もっと考えたプレーすると思うけどぉ！！
結局、深く蹴りすぎて、ドロップアウトになって、直後のオーストラリアのトライに繋がってしまった。
あの場面は、サインプレーにせよ、何回かラック作って、数的優位作れなかったとしても、バックスで勝負すべきじゃないのぉ〜
相手と力の差がありすぎて、できるだけ密集を避けたいのはわかるけど、あまりにキックに頼りすぎなんじゃないのかなって思い
ました。
めったに攻撃のチャンスないんだから、相手のロングキックで手にしたボールは、フルバックにせよ、ウイングにせよ、
簡単に蹴り返さずに、自陣からでも積極的に仕掛けて、ラックにするという形で意思統一してほしかったな。
二人目三人目が早く入れば、いくらオーストラリアとはいえ、それなりにボールは出たはずだ。
簡単に蹴り返したり、ゴロパントとかで、相手に簡単にボール渡してしまう、安易なプレーが多すぎるって思った。
何回もラック作って、最後バックスで勝負するのが、日本のラグビーなんじゃないのかなあ？
なんか最初から奇策ばっか狙ってて、いまいちだったな。でも、ラグビーファンとしては、凄いプレーの連続で、面白かった。
ＣＳの全試合中継、うらやましいなぁ〜（笑）
さあ、いよいよ水曜日フィジー戦、カーワンも選手のみなさんも、絶対勝つって言ってるから、みおは信じてるよー！！
終盤、オーストラリアのすごいプレーに魅了されてる、解説の清宮さんが微笑ましかった。
ちょんまげ姿や、おにぎりの帽子被ってる、サントリーの応援団が映ったときの
「常識的な応援しようね って言ったんですが・・・」 ていうの、超、笑った。

2007 年 9 月 12 日

いい歌。

馬場俊英さんの歌が好きだ。青春時代を、とうに過ぎてしまった男の人が、今現実の中で必死に、もがきながらも、
若かった時代を懐かしく振り返って、あのころのようにひたむきに、まっすぐに生きてみたいと思う
すごい勝手な解釈だけど、馬場さんの歌聴いて、そんな想いを美緒は感じました。
私の家は、常に「FM NACK5」が、かかってるので馬場さんの歌がよく流れる。(埼玉県出身だしね）
「君はレースの途中のランナー」も「スタートライン 新しい風」もだいすき。
あと、喋られる声が、かすれてて（？）、かっこいいな！ ４０才なのに、少年のような素朴な方だなって、ラジオ聞いてて思っちゃった。
竹仲絵里さんとも、とっても近いアーチストみたい。
絵里さんと馬場さんが共演するイベントなんて、ホント豪華だなあ！！
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2007 年 9 月 14 日

対フィジー戦

ラグビーワールドカップ２戦目、対フィジー戦
放送が、２０分遅れて、１時半スタート。みお、長時間勤務後で、眠いって・・・・
でも、眠気も吹き飛ばす、いい試合だったなあ。 しかし悔しいー 絶対勝てたよー
フォワードも負けてなかったし、ボールも取れてたし、
でも、ディフェンスはいいのに、攻撃で、前半、チャンスが沢山あったのに、取れるべきところで取れてなかった。
中盤から、日本のスピードについて行けず、フィジーの選手の足が止まってた。
相手ディフェンスも穴だらけだった。もっともっと、日本のスピードで相手を振り回すべきだった。
国際試合で、ラスト逆転というのは、やはり難しいな。
相手選手の控えが出てくる、後半までにリードして、相手を慌てさせてほしかった・・・
自陣で手にしたボールは、とにかくまずキックで相手陣に ってゲームプランに縛られすぎじゃないかなあ
臨機応変な判断をして欲しい。せっかくスタンドオフが、経験豊富な外国人なんだから。
ペナルティゴールを積み重ねていくのも大事だけど、結局攻撃の時間が止まって、相手に休む余裕を与えてしまう。、
前半から積極的にトライを取りに行く姿勢も、大事なんじゃないかと思った。
まだバックスでトライが取れてない。まさかディフェンスで崩れずに、アタックの精度がイマイチだなんて思わなかった・・・・
しかし清宮さんの解説は面白い！！

戦術の説明がうまいし、何より熱があってファンの目線。

いつもは監督としてスタンドで、イヤホンして、クールな姿で観戦してる姿しか、拝見してなかったので意外だった（笑）
終盤や、ロスタイム、ラストワンプレー、ワントライで、日本逆転ってとこで、清宮さんの「違う！そんなキックいらないよ。」 とか、
「外！外、開いてる。」 「小野沢走れ！」 「いけ！いけ！」（絶叫）

そして最後の「あー やってしまったぁ・・・・」

清宮さん最高（笑） しかし、ロスタイムの日本の猛攻は、トライとれず悔しかったなー

でもいい試合。感動しました。

もし、あそこでロスタイム、逆転トライ取れてたら・・・
日本中の大ニュースになって、一夜にして、ラグビー日本代表の注目度があがったのではないかなぁ？
２０日ウエールズ戦、ベストメンバーで、奇跡を見たい！！

2007 年 9 月 28 日

久しぶりになっちゃった。

身体の弱いだめな私。 先週の水曜日から、また高熱を出し、２日、施設を休んでしまった。
これ以上休むと、もう東京に居られなくなるので(苦笑）、 毎日深夜働いてるけど、なんか頭と身体が重いよ(笑）
みお、甘ったれるな！って気合入れる毎日です。まさかまた、憎き麻疹が、美緒のもとへ帰ってきたりして(キャー）
パソコンは、直って帰ってきたけど、なんか設定？が、リセットされてて、わけわかんないよー(笑） ていうか、ホントに直ってるの？
もう〜 ３７０００円返せ！これ以上の出費は勘弁してよー
家じゃ、鬱状態だ・・・・ 何もする気がおきない(笑）

なんか、仕事中は、元気でがんばれるけど、疲れてきたな。

わたし、１８歳の女の子なのに(笑）

美紀姉ちゃん、ヒロちゃん、マキ、慎司さん、ずっとパソコン触れなくて、メールずっと、思いっきり無視してました。
ごめんね。 近いうちに必ずネットカフェ行くから！

みおを見捨てないでー(笑）

今、図書館のパソコンからなんですが、ホームページ閲覧専用で、メール開けないし、送れないの(笑）
みお、神社で、お祓いでもしてもらったほうがいいかしら。ちょっとパパ！、なんとかしてよ(笑）

10 月 17 日

あと少しぐらい、甘えてもいいでしょ！

伝説の試合、見てみたかったなー

昔、パパの遺品を整理してたとき、「ニュースステーション特集、１９８８ １０．１９ 近鉄対ロッテ」というのがあった。
何気なく中学生の時、見てみたら こんな凄い話が実際にあったんだと感動しました。
野球ファンの方々の間では、１０．１９伝説の試合 と呼ばれてるらしいです。
１８才のガキが、偉そうに語るなよって感じですが（笑）
８８年、夏場まで圧倒的な首位だった、常勝西武ライオンズを、２位近鉄が、脅威的な追い上げをみせ、
ラスト２試合、ロッテとのダブルヘッダーに連勝すれば、奇跡の逆転優勝するという、まるでドラマのような筋書き。
１試合目、苦しみながら終盤逆転で勝利した近鉄は（この逆転劇もすごかった）
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２試合目、終盤逆転するも、エース阿波野投手が同点ホームランを打たれてしまいます。
この試合は、時間制限があったらしく 同点では優勝できない近鉄は、９回の表もゼロ
延長に夢を託しますが、９回の裏、些細な交錯プレーで、ロッテ有藤監督のもう抗議を受け 試合が大幅中断
結局、１０回の攻撃でも得点できず 同点で時間切れで 優勝できなかったそうです。
番組は、当時大事件が多かったなかで、それでも、ニュースを野球中継に切り替えて すごい視聴率と感動を与えたっていうドキ
ュメントだった
久米宏さんが、超若い（笑）
今週号のＦＬＡＳＨに裏話がたくさん載ってて、ロッテの抗議のとき有藤さんは 「もういいや引き下がろう」って思ってたけど
おうぎ監督の 「もういいじゃないか」って一言に逆に、闘志に火がついちゃった話とか
１０回の表、最後の攻撃で、ワンアウト一塁 守るロッテの選手が 近鉄があまりに不憫で、情けで
いつもだったら打球が飛んでこないであろう位置にわざと守ってたら ボールが飛んできて併殺になってしまった話とか
凄い感動的な話が山ほどある。
個人的には、子供の時 横浜スタジアムで握手してもらった、権藤さんが投手コーチだったそうで、ビックリした。
権藤さんだいすき。
こんな凄い試合 生で見れた人がうらやましいな、
パパが元気な時 いっぱい聞いとけばよかった（笑）

ダイエット成功？
やせた！！ ３９キロになった。（やばいっ。。。）
なんか、マッチ棒みたい。
ますます、子供体型になっちゃったなぁ（笑）
体は、動くからいいんですが、気をつけないと。
ていうか、喜んでいいのかしら？
この前部屋で、高校のときの写真や、お店で働いてる写真見てたら、自分で言うのもなんだけど、今よりかわいい（笑）
久しぶりに、チーズバーガーでも食べにゆこう！
マックだいすき！！
お母さんに会うまでに、少し太らないとやばいな。
遊びたい（笑） いや眠りたいです！！

2007 年 10 月 19 日

引き続き１０．１９の話（笑）

ブックオフで買った、この試合のドキュメント本を読んでみると、生まれてなかった私でも、ゾクゾクするような感動的な話がたくさ
んあった。
この２試合では、なんと１試合目でも、延長なしの９回で打ち切りというルールだったらしい。
１試合目、９回の表、同点では終われない近鉄は、１死２塁
代走になった佐藤純一選手（現パリーグ審判）の言葉 「併殺になったら終わりだから気をつけました」
代打、鈴木貴久選手（残念ながら０４年に急逝されたそうです） ライト前ヒット！
ところがセカンドの頭の上、手の届く位置だったので、（セカンドライナーを警戒して）セカンドランナーのスタートが遅れたと書いて
あった。
ホームを狙うも、サードと捕手の間に挟まれ、タッチアウト。
「いつもはミスしても優しい声をかけてくれるのに、さすがにあの時は、誰も声をかけてくれなかった・・・」
私がもし応援してたら、おそらく ここであきらめちゃうだろうなぁ。
２アウト２塁、代打、この年で引退を決意された梨田捕手（元近鉄監督） センター前ヒット とうとう逆転！
ニュースステーションの特集でも、写真でもみたけど、すごい喜びよう！！ 感動した。
９回裏 ロッテ 抑えの吉井投手、制球が定まらず 審判の判定に激高
エース阿波野投手を投入するも、二塁打、フォアボールをあびて、二死満塁の大ピンチになるが、最後の打者を三振に打ち取り、
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なんとか勝利。
権藤博さん（投手コーチ）のコメント
「１０．１９のポイントは２つある。第一試合で阿波野を使いたくなかった。 第二試合 首位打者狙いのロッテの高沢の第二打席
あれがエラーと判定されたら、（首位打者狙いで）そのあと高沢を引っ込めたはずだ。そしたら、８回の裏 同点ホームランを浴び
ることもなかった・・・・」
安部アナウンサー（実況）
「第二試合、１０回の表 近鉄最後の攻撃 １死１塁 ロッテ セカンド西村は、打者の羽田の右狙いを悟って
あえて武士の情けで、（ライト前ヒットになりやすいように）、セカンドベース寄りに守ったんです。そしたら目の前にボールがきて併
殺に。
人生でもあるじゃないですか。よかれと思ってやったことが、逆の結果になってしまうこと・・・・・」
羽田選手
「初めて聞きました。それはうれしい。もし普通の守備体形だったら、別の人生があったかもしれませんね。」
１９年前の今日 こんな凄い、感動的なストーリーがあったなんて・・・・
３年前、近鉄を無くすのに猛反対されてたファンの方々は、こういう大切な思い出も、胸に秘めておられたんだなと思いました。
パパは、どんな風にテレビの前で この試合を観てたのだろう。
１０．１９だと妊娠７ヵ月あたりかな？ おなかの大きなお母さんを隣に、拍手したり 涙を流したりしたのだろうか？
こんど、お母さんに聞いてみよう！！

2007 年 10 月 23 日

過労スケジュール！

10 月 19 日（金曜）
１９時図書館

本をリミットいっぱいの５冊借りる。

２２時帰宅 夕食。（菓子パン、午後の紅茶） 知らない間に、うとうと。。。
２４時半 コンビニの隣の、公衆電話から、お母さんに電話。 明日の祖母の法事と 母の再婚の、顔見せ食事会について聞く
寒い、パソコンあればメールで済ませるのに・・・ めんどくさい！
あ〜 もう携帯買おうかな。もう無理かな。でも私依存症だからなー。高校のときみたいに、1 万とか 2 万とかになったら大変だし。
１時入浴。 ３時睡眠。６時起床。
２０日土曜
７時 アパートを出る。
新宿〜（総武線）〜千葉〜成田〜佐原〜（潮来線）〜潮来。
10 時すぎ 潮来駅。懐かしい匂い。
ヒロちゃんに自転車を、駅前近くに置いておいてもらった。おばあちゃんの法事をするお寺まで走る。
あれ・・・足が重い。 高校のときは楽にこげたのに。体力落ちたのかなあ。情けない。
１１時。法事開始。 去年急に、春に祖母が倒れて、病院にお見舞いに通ったことが、今の仕事に就いたきっかけのような気がします。
おばあちゃん。ありがとう。 みおは東京で、しっかりがんばります。
ひいおじいちゃんや、ひいおばあちゃん、おじいちゃんには会えたかな。
しかし、私の家系は、みんな短命だなあ。私もあと何年生きられるのだろう。
神様、誰かを亡くすぐらいなら、私の命を・・・ って思ってしまいます。 死別は辛い。
１４時。実家。喪服を置いてくる。
パパに挨拶。 複雑な気持ち。「美緒のパパは、一人だけだよ。 でも今日は大人のお付き合いだから・・・」
１４時３０分 一人暮らしを始めたヒロちゃんちへゆく。 Ｔシャツとジーンズしか持ってないので、服を借りた。
ヒロちゃんは、さすが服いっぱい持ってる（笑） 大人のみおに変身！！
１９時 水戸駅近くのホテルのバイキングレストランにて、再婚するお母さんの食事会。
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誰が来るのか、何人来るのかもわからなかったけど、福田家、林家、結構くる。３０人ぐらいかな。
美紀ねえちゃんや、あやちゃん。お店のみんなも来てくれてうれしい。
みお枠で（笑） ヒロちゃん、お母様。まきちゃん、そしてリック（びっくりした、信じられなかった） ヒロちゃんがお母さんに頼んでく
れたらしい。
やるねお母さん！！
久々みる、ちゃんとしたお料理にドキドキするが、まずはビール瓶を片手に各席へ。お手のものだ（笑） 久々、昔の感覚が戻って
きた！！
すると、まきちゃんの椅子のとこで、伏せの姿勢をしてるリックの所へ、ウエイトレスさんが
「ワンちゃんが食べられるように、作ってみたんですが宜しかったらいかがですか？」と、お子様ランチのようなプレートを持ってき
てくれる。
すごい！！ 小さめにカットされた、サンドイッチとスープ。しかもデザートまで・・・ 見た目は豪華なショートケーキだ（笑） 感
動！！さすがホテルだね。
おいしそうな料理があるのに、食べさせてもらえず退屈そうだったリックの目が、輝いてうれしそう。
ゴメンねリック。こんなにぎやかなとこまで来てくれて。ありがとう。
みおは、一日たりともリックを忘れたことないよ。 いつか一緒に暮らそうね。
立ち話で、陽子おばさんの、お義父さんに、「この子はホントいい子なんですよ。娘の奈々も妹のように可愛がってくれてね。
私たちの誕生日には毎年プレゼントも贈ってくれて。 もう目の中に入れても痛くないぐらい・・・・ 美緒ちゃんのこと、よろしくお願
いしますね」
の言葉には、照れながらも泣きそうになった。
美緒は、ヒロちゃんたちや、美紀姉ちゃんと、「おいしそう！！」と、バイキングがんばる。
リックと遊ぶ。かわいかった。
２２時終了。解散。鹿嶋市に住む美紀姉ちゃんちへゆく。施設で預かってる、美紀姉ちゃんのおばあちゃんの話を色々した。
翌６時 鹿島神宮前からバス。 ７時３０分東京駅。
寒い、眠い。
８時帰宅、泥のように眠る。
１７時起床。体が重い。まるでダンベルが体にくっついてるみたい。
１９時出勤。

2007 年 10 月 24 日

きょうのできごと。

土曜日、普段食べない、慣れないものを食べたせいか、ここ何日かおなかが痛い（笑）
そんな沢山食べたわけじゃないのに！！
みおは、たんぱく質食べちゃいけないのかしら？
今日、美紀姉ちゃんの、おばあちゃんと施設を出て、散歩した。
やっぱり美紀ちゃんのことが心配なみたい。「来月、会いに行く」って言葉伝えたら、すごく嬉しそうだった。
最近、あまり食べなくて心配してたけど、今日はがんばって食べてくれた。
お世話をさせていただくみなさんが、頑張って食べてくれる、お風呂に入ってくれる。排泄をしてくれた。
そんなあたりまえのことが、嬉しく感じられるようになった。
しかし、「働けど働けど、暮らしは楽にならず」ってほんとだな（笑）
もうちょっと、お金がほしい（笑）

2007 年 10 月 26 日

夜はいやだなあ。。。

お仕事お休みのときや、日勤の時、おうちに帰った後、ひとりの夜が寂しい(笑）
昼間だったら家事もするし、ていうか、ほとんど寝てるけど、夜は何にもすることがない・・・
ここ何年も、夜の時間、ゆっくりしてたことがないので、時間の使い方がいまいちわからない(笑）
ラジカセ売っちゃったから、ＣＤも聴けないしなあ。
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夜は、変なことばかり考える。
あ〜あ わたし、こんな弱い女じゃなかったのに・・・・
風邪なんて引いたことも しばらくなかったのにな まだ一人暮らしなんて無理だったのかなぁ。
マキちゃんは私に遠慮して 「みおちゃんさえよければ、いつでもリック、引き取ってもらってもいいよ」と、かわいいこと言ってくれる。
でも、まだ無理なんだよなぁ(笑） 私一人、常におなかをすかせていて、満足に食べれないのに
リックを愛すればこそ、私のそばでは幸せになれないと思うのです(笑）
野良犬だから、今、何歳なのかもわからないけど、いつかは一緒に暮らしたいな。
ダックスを街中で見るたび、立ち止まって見とれてしまう。いいなあって。
ねえ、リック。遠く離れてるけど、みおは忘れてないからね。いつか一緒に暮らしてください！
お爺ちゃんになって、歩けなくなっても、私がいるよ！！
ねえ、おぼえてる？ 夜中までお店で働いて、くたくたで、半分寝てる私を、朝練の時、顔中、舐めてくれたこと(笑）
みおのファースト・キスは、間違いなくリックだね(笑）
一緒に広いグランドを走ったこと！ 手作りのごはんを一生懸命、顔を汚しながら食べてくれたこと。 今でもおぼえてるよ。
犬の専門書みながら、みんなで一生懸命だったなあ。
まきちゃんが修学旅行の時、預かって一緒にお風呂にはいったこと。真夜中一緒に夜空を見上げたり、
リックがおなか壊して、辛そうな時、お店で休憩もらって、かかとの高い靴で、まきちゃんちに走って駆けつけたら
お化粧してる、髪型も違う、派手なみおに気づいてくれなくて、キョトンとしてたこと(笑） ちょっとショックだったけど、かわいかったなあ。
犬の気持ちはわからないけど、私が一年前に感じた幸せや安らぎ、リックも感じてくれてたら嬉しいです。
一緒に暮らしたら、こんな感じだろうか
みお 「リック、リック、ただいま〜 ごめんね遅くなって。おなかすいたよね」
玄関で、しばらく抱擁・・・
リック 「みおちゃん、遅いよ。なにやってたんだよ。退屈だったよー」
みお 「ごめんね、残業だったの。 最近入居者の方が増えて、嬉しいんだけど忙しくてさ」
リック 「いったい、仕事と俺と、どっちが大事なんだい？」
みお 「もー そういうこと言う男はモテないよ！ ごはんにする？散歩にする？ それともお風呂？」
リック 「そりゃ、ごはんさ！」
みお 「うん、今日はお肉も買ってきたし、今からスープ作るね。」
リック 「えー、今から作るの？待ちきれないよ。今日はドックフードでいいよ。 そのかわり、みおちゃんのごはん、少し分けてくれ
よぉ。約束だぜ」
ああ、夢みたいだ。そういえば、毎日、無塩のツナの缶詰とか、キャットフードあげてる、公園の野良猫ちゃん大丈夫かなあ。
これから真冬になるし、猫だったら不在がちな私でも預かってあげたほうが、
車に引かれたり沢山ある、街中のリスクを回避させてあげられるかなとか考えた。
とりあえず、おうちのパソコン、早くなおしてほしい！！ いつまで図書館通いを続けるのやら・・・・
もういいかげんにしてよー 二ヶ月だよ。 「新しいの買いなよ！」っていう悪魔のささやきなんだろうか(笑）
今日は２１時から、だいすきな時任三郎さんのドキュメントを見なきゃ！！
パパが帰ってきてくれたみたいで嬉しい。

2007 年 10 月 30 日

愛すればこそ。

１５時ごろ、元気いっぱい家路につく、街中の小さな女の子見てたら、ふと小さかったころ思い出した。
ホテルのレストランのコックさんだったパパは、いろんなお店で働いてたけど、だいたい１４時ぐらいには出勤してしまう。
小学校終わって、おうち帰っても、お母さんはパートだし、誰もいなくて寂しかったなぁ。
水曜日は、午後の授業がなくて、給食食べて終わりだったから、とにかくあせった(笑）
「みおちゃん。今日遊ぼうよー」って、お友達に言われても
「ごめんね。今日は無理なの。今日はパパが・・・じゃあね！！」って、教室を飛び出して、２０分の帰り道を猛ダッシュ！！
あのころの私と、今走る競走したら、絶対負けるわ。
田舎だから、道もきれいじゃなくて、でこぼこ。すれちがう近所の大人の人に
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「みおちゃん、どうしたの？そんなに急いで？」って言われても
「パパが・・・パパがお仕事行っちゃうよー」と止まらず無視しました(笑）
「パパ！！パパ まだ居るでしょ？いないの？」って、玄関開けて、大きな声の私を、
ホテルの制服なのか、スーツ姿のパパはギリギリまで待っていてくれた。
抱きしめてくれたあの感触、今でも残ってる！
「ねえ、今日はお仕事何時まで？」 「パパの今のお店は夜中もやってるから、パパが帰るのは朝になっちゃうな。」
「朝ごはんの時には間に合う？」
「もちろん。 ちゃんと、ご飯残さず食べるんだよ。夜更かししちゃだめだぞ」
「うん。今度のお休み、何しよっか？」 「何でもいいよ。ママと相談しといてな。その後、外でご飯食べよう！美緒何が食べたい？」
一度、ホテルの従業員さんのご好意で、裏口から入らせてもらって、広い厨房でパパが働いてる姿を、見せてもらったことがあっ
た。
両手で、違う料理を作ったり、盛り付けてたり、キツイ感じじゃなく、的確に指示出してたり。
子供の私が見ても、働いてる人全員が、意思統一されてて、チームワークが取れてるのを感じた。
「パパ、さっき○○さんが裏口から入れてくれて、パパの働いてるとこ、ずっと見てたんだよ」
「え？気づかなかったよ。パパどうだった？」
「うん、スゴイかっこよかったぁ！！」
最後に配属されたお店では、料理長にまでなったのに・・・
今振り返っても、家事もしてくれる欠点の無いお父さんだった。
でも、今私が働いてみて、同じような深夜の時間の勤務とか、凄く疲れてたんじゃないかなと感じます。
家ではもっと、楽にさせてあげればよかった・・・
畳みに寝たり、中年太りになったり（笑）、当たり前のこと、させてあげたかったな。
コックの娘なのに、どうしようもない食生活でごめんね(笑）
しかし、金曜日、ドキュメントの大自然に挑む時任三郎さん かっこよかったなー
なんであんなに、パパにそっくりなんだ！(笑）
さわやかな感動の涙が流れました。かっこいい。 大好きだなあ。

2007 年 11 月 7 日

そうは言われても・・・・

昨日、お母さんにお店が終わったころの深夜二時ぐらいに、コンビ二横の公衆電話から電話。
寒い、真っ暗、怖い・・・
そしたら、「みお、何で最近連絡つかないの！メール読んでるの？ ちゃんとメール送るの約束でしょ！」
と凄い剣幕で怒られた（涙・・）
そうは言われても、パソコンは業者（Ｈ社）に騙されて再度修理中だし、ネットカフェ高くていけないし・・・と言おうかと思ったけど
話すと長くなるし（笑）、寒いし、めんどくさいからあきらめた。
「携帯、買いなさいよ！ 今時、持ってない子なんていないでしょ！」とお母さん。
でも・・・今のみおのお給料じゃ通話料払えないよー さびしいし、依存症だから、あったらあったで一万とか二万とか（いやもっと
か・・笑）
使ってしまいそうな気がします。そんなお金使うなら、もっとごはんが食べたい、お米が食べたい！チーズバーガーセットもいいな（笑）
毎日、エクセル・シオールカフェで、アイスカフェラテが飲みたいよー（笑）
途中、お義父さんが隣で、「おい、そんなに怒るなよ。みおちゃんだって忙しいんだよ。この前の俺たちの食事会だって、
時間作って来てくれたじゃないか」と、助けてくれた（笑）
ありがとう、やさしいなお義父さん。まずは新しいお父さん合格だ！
でも、お店のお客さんだったから何度も話してるけど、まだちゃんと二人で話したことないから緊張する。
しかし、次から次へと、みおには色んなことおこるなあ。
１８歳のみおには、知識不足で容量オーバーで対応できません（笑）
今度また入院するような病気になったらどうしよう。次は絶対我慢だな！
深夜２時１５分、やっとお母さんから解放された（笑）
おかあさん、どうしようもない娘でごめんね。
でもみおも、いろいろあって大変なのさ！！
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2007 年 11 月 8 日

かわいい、いとこがやってきた！

昨日の２２時から１９時までの変則的な勤務。
深夜は、わたしも家にいると凄く寂しいけど、家族のもとを離れてひとり生活してる、
おじいちゃんおばあちゃんはきっと、もっと寂しいだろうなって思った。
深夜、少ない人数で働いてるから、ナースコールで呼ばれても、
「あんまり長居しちゃだめよ！ すぐ帰ってらっしゃい。」って注意されるけど、できる限り、隣にいてあげた。
「昼間寝てたから眠くないのよ。 みおちゃん、お話しようよ・・・」っていうおばあちゃんから離れるのは切なかったけど
急に、腹痛になったり、胸が苦しいとか

昨日は何人かいらっしゃって大変だった。

もっともっと、スキルアップした介護士にならなきゃ！
忙しい朝も過ぎて、ひと段落したころ、陽子おばさんの娘の奈々ちゃんが、なぜかやってきた！
今日は開校記念日でお休みで、「みおちゃんに会いたくなったの・・・」だって・・・

超かわいい！ みお携帯持ってなくてゴメンネ。

休憩時間に、エクセルシオール・カフェで、もちろんおごった。 痛かったけど、かわいい従妹、みおはドリンクのみでがまん（笑）
かっこつけずに、マックにしとけばよかった(笑） 「みおちゃん、食べないの？」と気を使われちゃった。
奈々ちゃんは、どうやら本気で、茨城の私の母校を受験するらしい。
おばさんに申し訳ないことしたかなあ・・・ もちろん受かってほしい反面、かわいい娘を、おばさんから引き離しちゃうのが複雑・・・
東京っ子の奈々ちゃんが、あの大自然のなかで大丈夫かしら（笑）
しかし、中３とは思えないぐらい、超かわいい。いつもニコニコしてるし、わたしが男だったら絶対惚れるな。
「ねえねえ奈々ちゃん。もてるでしょ。彼氏とかいないの？」
「それがね、みおちゃん！ 大好きだったサッカー部の男の子に２週間前に告白されちゃったの！！今、めっちゃしあわせ。
毎日一緒に練習が終わるまで待って、手つないで帰ってるよ！ 今度、みおちゃんにも紹介するね。あ、でも遠距離恋愛になっち
ゃうな・・・」
やばい・・・４コ下の奈々ちゃんにまで先、こされた（笑） おしあわせに・・・・
受験勉強、がんばってね。 みおは文系だから、数学のことは聞かないで。
茨城にいる美紀ちゃんに、奈々ちゃんのこと色々頼まなきゃ！

2007 年 11 月 10 日

ちょっと厳しすぎないかなぁ・・・

大学ラグビーの昨年度日本一であり、１０年連続決勝進出、うち５度の優勝という関東学院大学ラグビー部が
３年生部員２人が、寮に入りきれないために、部が借り上げていたマンションの部屋で大麻を栽培していたとして
１２月下旬からの大学選手権出場を辞退することになってしまった。
う〜ん、どうなんだろう。厳しすぎないかなあ。

確かに大麻というのは許されない犯罪だと思うし、何一つ同情の余地も無いと思

うんですが
学業と両立して、毎日、日本一を目指して、ラグビーに打ちこんできた部員の皆さん、
特に４年生の青春と夢まで奪ってしまう、そこまでする必要があったのだろうかと思います。
昨日の午前中の謝罪会見では、３４年間ゼロからチームを作り上げてきた、名監督 春口広さんが
生活指導のみの、名義上の監督にとどまって、今後一切ラグビーの指導をしない、グランドに足を踏み入れないとまで言って
なんとか、選手の夢だけは奪わないでほしい、大学選手権には出場させてもらいたいと言われてたのに
関東ラグビー協会の、「処分が甘すぎるのでは？ 再考を求める。」という厳しい意見で、
夜の会見では、来年３月までの活動自粛にまで追い込まれてしまった。
ここ何年も 大学ラグビーを盛り上げた関東学院の監督が、指導を降りるとまで言ってるのに、
最近では、早稲田監督時代の清宮監督とのライバル対決で、メディアを盛り上げてこられたのに、なにより選手の気持ちとか
そういったこと少しも考慮できない処分に、ちょっと違和感を感じたな。
最後の年に賭けてきた４年生が、昨日一日で全てを奪われて、どんな気持ちだろうと思うと悲しくなる。
春口さんの、「勝つこと以外のラグビーをしよう」（朝日新聞） という言葉に号泣する選手もいたと書いてあった。
明日から、目標が無くなって、練習をする必要も無くなって、一生、苦い傷が残ってしまうのではないだろうかなあ。就職とか影響
は無いのだろうか。
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なんか最近の風潮として、一度ミスを犯した人や（犯罪とかは別ですが） 落ち目になった人を
一時的に再起不能になるまで、徹底的に追い込んで、叩く風潮があると思う。
みおは、別に亀田さん一家なんて好きじゃないし、ああいう元不良だとか、人々に威圧感を与えて自分の存在を誇示する人は大
嫌いだけど
それでも、ワイドショーが、男手ひとつで苦労して子供たちを育ててこられたお父さんの教育論まで、おかしいとか批判してるのに
はうんざりした。
何様だよ！って思ったな。 お金もらって喋ってる、ワイドショーのコメンテーターごときに 人様のこと偉そうに意見する資格はないよ。
いつから日本人はこんな建前だけの厳しい人間になってしまったのだろうか。自分は間違えること、弱いところ ほんとにないのかなあ
チャンピオンチームが出ないことで、やっぱり優勝したり、好成績残したチームも 「関東学院が出なかったから・・・」とか
心無いこと言われたり、ファンも思ってしまったりするんじゃないかなって思います。
春口さんの、あんなうなだれた姿をみるのは、１ファンとして辛かった・・・
１５６センチという背で、３４年間大男たちを率いて、感激屋でラグビーが大好きで、４年前の心筋梗塞からの復帰
部員と一緒に地元の子供たちにラグビーを教えたり、タグラグビーの大会主催したり、常にラグビーの将来を考えておられた方だ。
もう、勝ったときのインタビューでのあの笑顔 見られないのだろうか。
結局、何一つ救いのない、温かさのない処分や、厳しさは誰も幸せにしないと思う。
う〜ん、やっぱり私は納得できないな（笑） 選手がかわいそうすぎる。

2007 年 11 月 13 日

まきちゃんへ

決勝進出おめでとうございます！！ 我が永遠のライバル（笑）も大勝。お互い完璧な試合。予想どおりの決勝対決だぁ！！
まきちゃん。先輩たちのチームを超えたね。よくここまでがんばったね。あとひとつ。あとひとつだよ〜！！
１７日、美緒はお仕事で応援行けないけど、ヒロちゃんに思いを託します！吉報を待ってるよ。
３年間憧れた花園ラグビー場のスタンドで まきちゃんに再会できるのを楽しみにしてます。
まきちゃん。みおを花園へ連れてって！！

痛くて痛くて。
今日、夜中、あまりの痛さに目が覚めた。口の中が・・・口の中に今まで感じたことのない痛みが。
あまりに痛くて、ズキンズキン！！言ってて、みお、夜中なのに布団のなかで号泣。。。
足をバタバタして、タオルをかんだ。気づいたら眠ってたけど、朝おきても痛くて、頭も痛くなるし
せっかくの休日なのに昼間、とにかく眠ってしまいたくて ずっと横になってた。
東京に出てきたあと、夏ごろから左上の歯に、虫歯らしきものがあるのはわかってたんだけど・・・
でも私は、今までそんなに暴食してきたわけじゃないし、最低でも一日３回は歯磨きしっかりしてる。
高校のときは、接客業だったから、ひと手間あくと歯磨いて
「みお、磨きすぎだよ。早くしなさい！」って、お母さんに怒られてた。それなのに・・・・まいったなあ
またあの痛みがくるのかと思うと恐ろしくなる。ほんとに虫歯なのかなあ
なんで私ばっか・・（涙。。）
この秋は、ろくな事がない。パパや、ひいおじいさまの所に行きたいなあ。

2007 年 11 月 14 日

深夜の激痛、そして美紀姉ちゃんがやってくる。

今日は久しぶりの日勤ということで、昨日２４時就寝。深夜４時ごろ、やっぱりあの痛みがやってきた。
まるで歯を削られて、歯肉を太い針で突き刺されているみたいだ。
ずっと同じ痛みなら、まだ慣れて我慢できるけど、いったんおさまり、またリズミカルに痛みがやってくる(笑）
タグラグビーの練習試合でねんざしたときも、マネージャー作業で突き指したり、ひねったりしても我慢できたけど、
痛くて痛くて、歯を押さえたり、お湯飲んだりタオル噛んで、ボロボロ泣いた。舌を噛み切ってやろうかと思った。それぐらい激痛。
深夜４時、冷や汗かいて布団のなかで一人泣く女・・・・バカみたい(笑）
仕事中はかすかな痛みでおさまってたけど、もう食事をするのも、何か噛むのも怖いよー
美紀姉ちゃんが１２時にやってくる。おばあちゃんと再会。おばあちゃんうれしそう！
みおがやるより、美紀ちゃんと一緒に食べるほうが、おばあちゃん食欲があると感じるのは気のせいかしら(笑）
さすが接客の天才の美紀ちゃん、おばあちゃんの立場に立って、何でもしてあげられる。
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「きれいなお孫さんですねえ」って皆さんに声かけられてて、おばあちゃん一瞬で元気になった！
きょうは、美紀姉ちゃんの２７歳の誕生日！
すごい、竹仲絵里さんと一日違いなんだぁ。私の憧れの女性二人が、同じころに生まれて、同じ時代を生きてきたんだなあ。
美紀ちゃんは、ホステスだけど、いい意味で普通の感性も持ってるし、気取ってないし、凄い人
そして、めちゃくちゃいい女！！うちの店に来る前に、銀座で働いてた美紀ちゃんに
「銀座の有名店ってすごい厳しいの？」って聞いたら、「すごいよー 人の出入り激しいし・・・」と言ってた。
「女帝（マンガ、加藤ローサちゃん主演でドラマにもなった。）みたいな感じ？」

「いや。あそこまでじゃない(笑）」だって。

今の私と同じころ、大変なこと、いっぱいあったんだろうな。
美紀ちゃんが隣にいてくれたから、みおは、お店の仕事がんばれた。いい高校にもいけた。
いっぱい怒られたなあ(笑） 「今、目の前のこと頑張れないでどうするの！」ってよく怒られた。
あのころは、「なんで私がこんなこと・・・」って少し思ってたけど、今振り返ると、がんばってよかったって思います。
６年間鍛えてくれて(笑）ありがとう、美紀姉ちゃん。これからも、みおを支えてね。お誕生日おめでとう。
さびしいし、歯は痛いし、見送るとき「美緒も帰りたい。一緒に連れてってよー」って言いそうになった・・・

2007 年 11 月 17 日

１週間かけて立ち読みしちゃった(笑）

東野圭吾さんの新刊 「夜明けの街で」という本を読んだ。
といっても、単行本など、今のみおには買えるわけもなく(笑） 立ち読みがんばる！！！
超おもしろかったよー
夜勤明けや、夜１時間だけと決めて、最寄り駅の大きな本屋(２４時まで営業・・・笑）で立ち読み！！
ストーリーは、ごく普通の４０代サラリーマンが、派遣で来た女子社員と不倫しちゃうんだけど、
女性の過去には、高校生のとき実家で起こったある未解決な殺人事件が・・・てな感じです。
時効を目前に控えながらも、女性の魅力にはまっていき、ひょっとして殺人に関係してるのではないかと疑念に駆られます。
みおは、この影ある女性、秋葉（あきは）に感情移入したなあ。
大人の恋愛って複雑なのね(笑）
美緒が選ぶミステリー☆ 野沢尚さんの「深紅」に次いでおもしろかったなあ。
「深紅」には、わずかにかなわなかった(笑）
「深紅」、映画化はしたけど、ドラマ化してくれないかなぁ。
あんなどきどきして、ミステリーで重い話なのに、ラストで泣いて、青春小説みたいでびっくりした。
今の私と同じぐらいの年の、女の子２人の話だから感動したのかな。
読書はやめられないよー！！！

親友とは心の友なのかしら？
東京に来て、素敵な人とメル友になった。
慣れない仕事と、激務と心労で疲れても、帰宅してメールチェックするの楽しかった。
あったかい気持ちになっていつも眠れた。
病気になったときも、いつも毎晩気づかってくれて、やさしくて
入院してたせいで、お金無くなってしまったときも貸してくれた。
それなのに私は、パソコン壊れたり、業者にだまされたり(笑）、体調不良になったり、相変わらずの激務で
気づくと疎遠になってしまった・・・・
ああ、私 なんてひどい女なんだ・・・
ねえ、もし読んでくれてたらうれしいです。
元気ですか？ 手紙送ったんだけど（葉書６枚＋４枚 封書１枚）読んでくれたかなあ？
元気だよね？ だいじょうぶだよね？
いろいろ、ごめんなさい。
病気にならなかったら、６月のあの日、迷うことなく会いに行ったよ。それだけは信じてほしいの。
今でも美緒の最高のお友達だよ。
お仕事がんばってね！ ありがとう。
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おつかれさま。泣かないで・・・
う〜ん悔しい。完封負けか・・・・
まきちゃんの気持ちを思うと、つらいな。
どうしたんだろう。なにかアクシデントでもあったのだろうか？春から調子よかったし
今年こそ行けるって信じてたのに・・・
去年のこと、思い出した。
まきちゃん。よく３年間もがんばったね。立派だったよ。私たちのときより戦績も超えたし、
なにより、これからは後輩じゃなくて、みおとヒロちゃんのお友達だからね。
しばらく何年も、花園に行けてないんだなぁ
も〜ぅ レベル高すぎだよー ２チーム出場枠あってもいいじゃん！
行きたかったな、お正月(笑）

みお、おしゃれに目覚める！！
昨日の 19 時から、18 時までの長時間勤務終了。つかれたあ。
最近痩せたせいか、脚は細いことは細いけど、なんていうか、かっこよくない(笑）
以前ラジオで、女性の DJ の方が、Ｇパンばっか履いてるのと、スカートを履いてる人と、足の形が変わってくると言ってた。
ということで、みお、昨晩の出勤はスカートに挑戦！！
寒い、寒いよー。 ジーンズのスカートに素足にサンダルは、ちょっと季節外れだったな。
美紀姉ちゃんは、お店で働いてたとき「美緒は短いほうが似合うよ！」ってよく言ってた。
ほんとかしら？
確かに、どうせスカート履くなら短めのほうがいいかなとは思うんだけど・・・(笑）
みお、常識ないから、カジュアルな服装だめなとこに、短いスカートとか履いちゃいそうで怖い・・・
土曜日の夜は、あんまりおうちにいないけど、いる時は必ず、「すぽると」と、「スーパーサッカー」を交互に見る。
本田朋子さんかわいい！！ あの笑顔をみると女のみおでもドキドキしちゃうな。
この前、三宅アナウンサーが、浦和レッズ優勝したときに、ぼそっと「朋ちゃんもすごい嬉しそうです・・・」っておっしゃって
ちょっと慌ててるとこが微笑ましくて、めっちゃかわいかったです！
ファッションも素敵だし、かといって、アナウンサーだけにくだけすぎでなくて好きです。
「スーパーサッカー」の加藤未央ちゃんもすき。みお仲間だ！(笑）
あんなふうに、かわいい女の子になりたいな。
よし、今夜はテレビにかじりついて、ファッションチェックだぁい！

2007 年 11 月 21 日

歯医者初体験。。。

あまりに歯が痛く、みお。もうギブアップ・・・・
ていうことで、週１のお休みの今日。夜勤明けの朝１０時、歯医者に初めて行ってきた。
最近は硬いもの、冷たいもの食べられず、食事するのも疲れる（笑）
「あぁ・・・お姉さんこれはひどいね。何でこんなになるまでほうっておいたの」
「でも・・・激痛が来たのは最近ですよぉ（涙。。。）」
「それとね、磨きすぎだね。歯が痛んでるよ」
「やっぱ・・・口臭とか気にするじゃないですか？（笑）」
「そんなの若いんだから無いよ。いい？、１日３回、長くても５分でいいの」
「え・・・（絶句） １日３〜５回、１０分以上はやってました」
「それとカルシウム たんぱく質不足、ちゃんと食べてないでしょ？ 長い付き合いになるよ。覚悟しなね」
江角マキコさんに似てる、怖い女先生だ。(笑）
みお、びびる。。。

2007 年 11 月 22 日

かわいい CM

頭痛薬のバファリンの CM の、おんなのこが超かわいい。
頭痛で苦しそうなお母さんを心配して、まず飼ってる猫に、「しーっ」と人差し指を、口の前に静かにのポーズ。
続いて洗濯機にも、「お母さん頭痛いんだから」といったとたん・・・・
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洗濯機が、脱水で大きな音！！
「も〜う しーっだってば！！」って洗濯機に怒ってる（笑）
最後は疲れて居眠りしちゃうの。
笑ったな。抱きしめてあげたくなった（笑）

明日はとうとう！
明日はとうとう、大学ラグビー伝統の早慶戦。
みおは、ラグビー部の先輩がたくさん進学したこともあって、慶応大学のファン。
今年こそ、常勝ワセダから、２０００年以来の勝利を遂げてほしいです。
右ウイングの山田章仁選手、もちろんマークは相当厳しくなると思いますが、あのなかなか止められない自由な奔放な走りで
トライをあげてほしいなあ。
お仕事定時で終われれば、ＮＨＫの 14 時からの生中継 残業だったら夜のＴＶＫの録画中継だなぁ
生中継で試合がみたい！！

2007 年 11 月 23 日

すきなうた

みおの好きな邦楽を書いてみた。
竹仲絵里さん（いっぱいありすぎて選べないなぁ・・笑）
「ありがとう」・・・・・高校の卒業式の送別会で美緒が歌った思い出の曲！ 歌ってて色んな事思い出して、一番いいとこで泣きそう
になって詰まってしまった・・
「泣ける場所」・・・・今でも聴くとゾクゾクする。こんなこといえる女の子になりたい。
チューリップ
「青春の影」・・・・・きみの心へ続く〜ってやつです。最初はパパが持ってたＣＤ（レコードかな？）で聴いた。財津和夫さんの声、素
敵です！！
「悲しきレイントレイン」・・・恋人と離れて上京する歌。「僕の夢を叶えたら・・・その時きみに手紙を書くよ。東京行きの切符を入れ
て〜」ってとこがすき。
チューリップは、財津さんが歌ってるのと、姫野達也さんが歌ってるのと、ツインボーカルといろんなバージョンがあるんだなあ。
ベストアルバム、みお持ってます！！
浜田省吾・・・・「星の指輪」 「もうひとつの土曜日」 ・・・
ジャングルスマイル・・・・「おなじ星」「片思い」「白い恋人」

どきどきした。みおも女の子なんだね（笑）
ジャンスマは、みおが小学生の時よく聴いてた。郁乃ちゃんの中性

的な、男の人を守ってあげる！！みたいな詩が好きです。決して力強いってボーカルではなかったけど、でも聴く人を引きつけて
離さない声だった。
アイコちゃんが、自著本「ａｉｋｏ−ｂｏｎ」のなかで、マイベストを挙げるコーナーで、同期のジャンスマのアルバムを挙げてて
「いくのちゃんは、この世界になじめずに残念ながら解散しちゃったけど、それでもアイコは時々、いくのちゃんの声が聴きたくなる
のです」って言っててすごく感動した。
エコーズ・・・・「友情」

ラストアルバム「シルバーパレット」より。パパがエコーズ好きだったなあ。パパのＣＤでエコーズ初めて
聴いたみおは、辻仁成さんの本も読んでみたけど、ちょっと難しくてわかんなかった（笑）

ａｉｋｏ・・・・・・「瞳」 「えりあし」

アイコちゃんは、バラードがすき。深夜のラジオ楽しかったぁ。美緒の青春時代を支えてくれま

した。
松任谷由美・・・「卒業写真」 「ノーサイド」・・・去年高３で、ラグビー部のﾏﾈｰｼﾞｬｰだった私には、どちらも「ストライク！」って感じ
で（笑）
馬場俊英・・・・「君はレースの途中のランナー」ほか

馬場さんどの曲もいいな。青春時代を懐かしく思い、現実の厳しさも感じて

それでもまだやり直せる、スタートできる そんな思いを感じました。
わぁ、まだまだいっぱいある（笑） 今度カセットにまとめようっと。

2007 年 11 月 25 日

星の指輪

小学校４年生の時（９８年） パパとお母さんと初めてカラオケに行った。
何かの帰り道に、「みお、カラオケ行こうか！」ってパパが言って。
私が知らない、パパとお母さんの若いころの歌を聞いたり、私は確か、安室ちゃんとキロロと・・・（笑）
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パパが最後に照れながら、きっとお母さんに歌った曲。
すごい感動した☆ 今でも聞くとドキドキする！！
２番なんてもう、みおウルウルです（泣。。。）
『星の指輪』

浜田省吾

髪をとかし、化粧して いちばん好きな服を着て
子供たちお袋にあずけて、出かけよう今夜
歩こう 雨上がりの街 踊ろう 夜が明けるまで
ほら、誰もが振り返るよ君のこと 今も変わらず俺 君に恋してる
ねえ 一番きれいな君 知ってるから・・・・
若いころの夢なんて もう思い出せない
忙しいだけの仕事に、追われてるうちに
時には貧しさのなか 夢見る心捨てたけど・・・
君がいなきゃ、たとえすべて手にしても うつろな孤独な日々が続くだけさ
ねぇ 一番大事なもの 気づいたから・・・・
踊ろう 夜明けの空に 輝く星を指輪にして
ほら、誰もが振り返るよ君のこと 今も変わらず俺 君に恋してる
ねぇ 一番きれいな君 知ってるから・・・・
ほら誰もが振り返るよ君のこと
今も変わらず俺 君に恋してる・・・・
パパ、いい曲教えてくれてありがとう。パパが持ってた浜田省吾さんのＣＤは、今みおのおうちにあります。
大切にするよ。
パパとお母さんは、いつもとっても仲良かったよね。
この曲を歌い終わった後のパパの照れた顔、今でもはっきり覚えてます。
みおにとっても、いつまでも最高のお父さん！！
１２才まで育ててくれてありがとう。
ゆっくり休んでねパパ。

2007 年 11 月 28 日

野良猫ちゃん観察。

働いてる介護施設から、歩いて帰る途中の公園に 住んでる野良猫ちゃんは今日も元気だ。
美緒がえさをあげるようになって、もう３ヶ月。かわいい〜 親になった気分！！
寒いけど、だいじょぶかなあ？
みおの顔をみると、今では駆け寄ってくる。夏ごろよりは少し太ったかな。
でも野良猫ちゃん、運動してるのか？（笑） 毎日キャットフードとツナ缶と、お水がのめるからってだらだら暮らしちゃ駄目だョ
えさを食べてるとき、目の前にごはんがあるのに、誰も横から取らないのに、
食べては顔を上げ、左右を見回し、安全を確認するとまた食べ始める。
そしてまた顔を左右に・・・・
前に怖い人に脅かされたり、追いかけられたり食事を取られた経験があるのかな？
なんか切なくなった。
でも、「クチュ。。クチュ。。」って音立てながら食べる姿、超カワイイ！！
リックはごはん食べるとき、周りを気にすることなく口を、ごはんまみれにして夢中になって食べてたなあ。
またごはん持って来るね。

2007 年 11 月 30 日

みお悩む・・・

忙しくて、なかなか仕事以外の事に頭がまわらない。
眠くて眠くて、家ではフラフラ状態（笑）
でも一番怖いのは、忙しいのを言い訳にして、みおが非常識なことをしてるのに気づいてないんじゃないかって事です。
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お母さんに電話したら、新しいお義父さんと、ゆっくり話す時間作れないの？って聞かれた。
お母さん お義父さん お願い誤解しないでー
みおは、意図的に距離を置いてるんじゃなくて、忙しくて頭が回らないの（笑）
そんな、ドラマに出てくるような、新しい家族に冷たくあたるような女の子じゃないよ。みおは！！
でもやっぱ、新しいお父さんとも、しっかり仲良くならなきゃ。
お正月帰れるかなあ？無理っぽいなあ・・・（笑）
大人になるって、ほんとにほんとに難しい。
お金も、人への気遣いも そして仕事も しっかり、こなさなきゃいけないんだなあ。
いろいろ悩んでも、やっぱり眠気はやってきて 気付けば明日になってるわけで（笑）
土日、お仕事がんばろう。みおを必要としてくれる職場があるんだから・・・・
みおのお友達のみなさん、いつもすみません（笑） 信じてください！ごめんね。埋めあわせは、いつの日かきっとします・・・（笑）

山田章仁選手
２３日の早慶戦は残念でした。私の１年の時の先輩も何人か出場しておられて ドキドキして見てたけど
まさか４０−０とは！！くやしい！！
でも後半中盤までずっと２１−０の３トライ差だったし、結果論で、たられば だけどワントライぐらい返せてたら、少し流れは変わっ
たかなと思います。
山田選手の凄さは誰もが認めると思うけど、今回はウイングまでボールが渡る機会が少なくて
ボールを手にしても、一次攻撃だから、余らずにワセダのディフェンスに囲まれて、さすがの山田選手もなすすべなくって感じだっ
たなあ。
やっぱ、右センター、フルバックあたりのほうがボールを持てる機会が増えていいんじゃないかと、みおは素人なりに思った（笑）
唯一の見せ場で、観衆が沸いたのは、後半の中盤、ラインアウトのクイックスローインを自分で 山なりのボールを投げ入れて、
自分でキャッチして、
メインスタンド側を何人かタックルかわして、ワセダ陣２２メートルラインぐらいまで走ったプレー
あんなプレー、理屈では可能だとわかってたけど、はじめて見た（笑）
五郎丸選手が（ワセダ フルバック） 頭からのあんな凄いタックルをするとは！！
すごいなって思うのは、常にボールを片手で持って、空いてる手で相手のタックルをハンドオフ（振り払う）してるところ
教科書どおりだったら、きっと「ボールは両手で持つ」 って教えられると思うけど、
自分のあとにパスをつなぐことよりは、絶対自分でトライをとる って考えておられるのかなあ？
きっとラグビーをはじめて見る女性や、子供たちも 山田選手のトライシーンには目がクギづけになると、みおは思います！！
ハンカチ王子さんと同じぐらいすごいのに、何でスポーツニュースは注目しないのかなあ（笑）
さて大学選手権。慶応大学は正月を越えられるだろうか？
２回戦、東海大学かあ・・・ うーん やばいな（笑） まあ、どうせ関東学院とやるはずだったんだから厳しさは同じことなんだけ
ど・・・・
山田選手を始め、バックスにあれだけの才能豊かな選手を揃えてるんだから、お願いだから１月２日 準決勝国立行ってください
（笑）
４年生で最後の年だし、なんとか いい結果残してほしいです。
決勝で、ワセダと再戦なんてことになったら、みお もうドキドキして眠れないな（笑）

2007 年 12 月 5 日

みお 心が折れる(笑）

土曜日の朝から、日曜日の２３時まで泊り込みで勤務。
つかれた・・・ まあ、それはしょうがない(笑）
日曜日深夜２４時、おうちに帰りトイレに入ると・・・・
「きゃー なにこれ〜！！」
トイレの便器に、お水が溢れ、床水びたし。。。。
「うそだうそだ。これは夢だ。みお、お部屋をまちがえたんだ(笑）」 泣いた。しかも排泄物みたいなのも溢れてて
すごい匂い(食事中の方すみません）
さっそく、嫌だったけど掃除をし、床を拭いて、詰まりはいくらやっても直せないので
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水道屋さんの「クラシアン」さんを電話帳で調べて呼んだ。
一時すぎ、やってきて、しばらく作業してくださると
「普通の詰まりじゃないですね。おそらく配管に何か詰まってるとか・・・・ 便器をはずして色々削ったり、カメラ入れたり・・・・
それでですね。ずいぶん古い建物なので、トイレも旧式で、お客様の他に１部屋か２部屋のトイレの配管と
ある部分で一緒になって、下に下水してゆくっていうか・・・」
みお、ここでもうチンプンカンプン（笑）
「つまり、私が詰まらせなくても、ほかの家で詰まらせたら、配管が繋がってるから、私の家のトイレもってことですか？」
「そう、そうなんです・・・」
「・・・・（唖然）」
「ただ、２時間ぐらいかかるんですよ かなり音も大きくなるし。お客様の責任においてね どうされます？」
「お金はどれぐらい？（おそるおそる・・・）」
コンビニからおろす事にして 工事してもらうことにした。
深夜４時終了。確かに直ってる。２万５千円払う。
翌朝、管理人さんに電話。
「まいったなあ。福田さんが詰まらせた可能性は？」 ひどいひどいよー
「勝手に業者手配して困るんだよねー」だって。 むかついた。久々にみお むかつく
私は全額立て替えてくれるものかと思ったけど、管理人さんが来るまで待ってくれとのこと。
確かに勝手に手配したのは悪かったけどさ。
トイレだよ。しかも、みおは女の子だよー
昨日、電気とまる。これはみおが２００％悪い。すみません。２０日に払います。。。

2007 年 12 月 11 日

駄菓子やさん

歯が痛い（笑） なんか熱っぽくて一日中寝てた。
疲れてて、お湯を沸かす気力もなく みお、カップヌードルをばらばらにして、生のまま食べてみた（笑）
これが、予想に反してなかなかおいしい。
ちょっとしょっぱかったけど、子供の時の駄菓子を思い出した。
みおが子供のとき、ベビースターラーメンだったかな？よくお湯かけずに そのまま食べてたなあ。
チョコや、美味しそうな甘いお菓子は、高くて手が届かなかったので（笑）
ひたすらスナックと乾き物専門！！
時々、駄菓子屋さんのおじさんが親切でくれた、あの生クリーム入りのチョコパイ 美味しかったなあ・・・
やばい。ちゃんと歯磨かなきゃ！！

監督責任と言うけれど・・・・
高３のはじめ、わずかだけど、進学か就職で迷った時期があった。
お母さんは「大学行きなさい。お金は大丈夫だから」と言うし、実家から通える大学の資料持ってきたりしてくれた。
高校でラグビー部のマネージャーをやって、色んな知らない私に気づけたり、発見があったり。
大学の運動部のマネージャーは、高校とは比べものにならない位、権限も増えると聞いて
また大きな試合で勝つ喜びを味わってみたい そんな風に思った時期がありました。
でも私の頭じゃ、早慶明なんて夢の夢だし、伝統校じゃマネージャーだって希望者が多くて、簡単には入れないのかなと思ってたとき
進路指導の先生と担任の先生に、「推薦でも一般でも、関東学院はどう？関東行って、またラグビーの女子マネやったら。」
って言われた時は正直ドキッとした。
伝統校とは違う自由な雰囲気で、勝ち続ける凄さみたいの感じてたし 早稲田と関東学院の決勝戦は、毎年 関東学院を応援し
てた（笑）
春口監督は見てて好感持ってたし、部員がどんなに増えても、「ラグビーは教育の一環だから」と、強豪校のような選抜テストをせ
ずに来るものはこのまずで入部させていたらしい。
あの鮮やかなブルーのジャージ、かっこよかったな。
横浜でキリスト教の大学だし、田舎者のみおはかなり憧れた。何回か友達のヒロちゃんと 「関東行って、また一緒にやろうか」と
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相談したこともある。
でも お互い色々あって、ヒロちゃんは茨城の短大に、みおは、高校に通うのもいっぱいいっぱいだったし、
今も進学ローン残ってるし（こんなこと言ったらお母さん怒るかな） あきらめてしまいました。
今になって関東学院は、ラグビーの試合中プレーのマナーがなってなかったとか、
トライ後にラグビーにふさわしくない 派手なガッツポーズやダンスをして
そういう所から、春口さんの指導が行き届いてなかった。チャンピオンの驕りや慢心があったと批判する連中がいる。
フェアじゃないよ。って、みおは思った。批判すべきときに批判せず（ラグビーマガジン スポーツ紙上、試合後の公式記者会見など）
相手が落ち目になり反論できない立場になった時、安全地帯のぬくぬくしたところから「規範意識」だとか「監督責任」と、もっともら
しい言葉が踊っている。
ちなみにトライ後のスタンドへの派手なガッツポーズは、グランドの１５人だけじゃなく スタンドで応援する全部員のおかげで取れ
たのだという意味だと
過去のキャプテンの方が話してたし、春口監督が試合中、観客席ではなくグランドレベルで大きな声を上げる云々の話も
別に禁止されてるわけじゃないし、チームを愛する情熱の一つだと、みおは思うな。
春口さんがワンマンで、勝利至上主義だったなんていう一部のスポーツジャーナリストの主張も、都合のいい勝手なストーリーで
しょう。
「春口広 強いだけじゃ勝てない」光文社文庫 松瀬学著 を読んだけど、
創部したときから「タバコは吸うな、授業に出ろ」と厳しい決まりがあると書いてあったり、日本代表キャプテンの箕内拓郎選手は、
「春口さんには４年間で、社会に通用する人間を作ってもらった 常に謙虚であれと何度も言われた」と答えている。
「横浜ラグビーアカデミー」という少年少女にラグビーや、タグラグビーを、ラグビー部員の皆さんが教える NPO クラブを立ち上げ
たり 大会を主催したり
ラグビーを愛するからこそ、自分のチームだけじゃなく、子供たちにも素晴らしい環境を作ってあげる。少なくとも早稲田大学以外
では、どこの伝統校よりも
そういったことに熱心なチームだったのは確かだと思います。
監督責任は免れないと言うけれど、一体誰が、日本一を目指してるチームで、一部の人間が大麻を吸引してたなんて予想できる
だろうか？
そんなこと頭の片隅にもなかった、考えたこともなかったというのが普通だと思う。
そんなことまで予想すべきだなんて意見は、あまりに残酷だし、机上の空論で みおはついてゆけない。
サンケイスポーツの清宮監督のコメントにみお感涙。。
「非常につらい結果です。春口さんにはいつかどこかで、またラグビーにかかわる仕事をしてほしい」
「キヨ」 「春さん」と呼び合って、５年間のライバル対決と、年の離れた２人の友情みたいなもの、微笑ましくて見ててヒシヒシ伝わ
ってきた。
強気で自信家の清宮さんが、ここぞというとこでは春口さんに敬意を表して立てるとことか、みお かっこいいなって思いました。
「いつの日か俺の育てた子供たちが、キヨが監督する日本代表でプレーする。最高の夢だねえ・・・」
そんな春口監督の夢も叶わなくなってしまった。
早稲田大学 中竹竜二監督のコメント
「今回の件は、本当に残念です。しかし（不祥事に関与してない）選手たちを暖かく見守ってほしいです」
「関東の学生たちは、ライバルチームの監督の僕に一番よく挨拶してくれます。ホントいい奴らなんですよ」 （１２月５日 大学ラグ
ビートークバトルにて）
さすがワセダ、強いだけじゃない 伝統校だなって思った。
世間の論調にびびってるのか、ラグビー界から、春口監督を擁護する意見が少ないのは、どうなのかなあ。
また、いつの日かグランドで勝って微笑む春口監督の姿を拝見したいです。
しかし偉大な監督の、あっけない辞任は、１ファンとして悲しい。
心臓に持病を抱える春口監督、狭心症で入院されてるそうですが、大丈夫なのかなぁ？心配です。
みお、もし関東学院に進学してたら、今頃どうなっていたのかな。
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2007 年 12 月 14 日

研修に行ってきた。

今日は朝、７時まで働いて １０時から新宿で研修。
まあ、１６時までだったから大丈夫だったけど、朝、あまりに眠くて心配だった（笑）
電車内で、あやうく、ドアが閉まって、新宿から逆方向にまた戻るとこだった・・・・
今日は、基本的な実技の復習。
お年寄りを隣に歩くとき、腰の悪い人、ひざの悪い人 それぞれ手で支える場所が違う という事や
体勢を崩したときの、万が一の対処の仕方。
そういえば、みおも春、入院してたとき、体力無くなって、外歩くの怖かったなあ。ふくらはぎが動かないという感覚 初めて味わった・・・
高校の時、試験明けで、凄い筋肉痛になったときとか、ねんざしたときは階段降りるの怖かったもん。
やっぱ、相手も目線になるって、大事なんだなあって感じました。
食事の際の注意点。誤嚥をおこしやすいパターンなど。
入浴介助。安全なお風呂の入れ方など。１７０センチぐらいある人形を使って何パターンも学ぶ。
うん。勉強になった！！バッチリ。
明日から、もっともっと頑張ろう。待っててね。おじいちゃん。おばあちゃん。
帰り道、高島屋脇の イルミネーション めっちゃキレイ。いいないいなクリスマス★
ヒロちゃん。今度ラブラブ話聞かせてね！！ みおになら、のろけていいよ。
クリスピークリームドーナツは、今日も凄い行列だぁ（笑） 来年は、みおも並ぶ！！
家に帰り２３時まで睡眠。。。。。

2007 年 12 月 15 日

メリークリスマス。

去年のクリスマスイブは、２時ぐらいまで お店のかたづけして そのあと真夜中、うちに泊まりにきていたヒロちゃんと
美紀姉ちゃんと、ホステスの女の子と、お母さんで、お店でパーティをした。
クラスの女の子は、友達と遊ぶとか、彼氏とデートするとか楽しそうで羨ましかったけど、
うん、負けないぐらい楽しかったな（笑）
みお、ゲームで負けて、罰ゲームで黒いサンタさんの服、着たり（超ミニスカート・・・笑）
普段は、忙しくて なかなか食べれないお料理も食べれたし、みおにとってはごちそうの、暖めなおしたケンタッキーのチキンも凄
くおいしかった。
冬はイベントが多くて楽しいな。
ことしは、ひとりぼっちだ（笑） うーん ３−４年後ぐらいには、みおも素敵なロマンチックなクリスマスを過ごしてみたい！！

ファッションチェック！！
ファッション誌を買うお金がないので、図書館でかわいいやつカラーコピーする（笑）
「スーパーサッカー」のホームページで、加藤未央ちゃんのファッションチェックのコーナー見て（う〜 きゃわいい）
本田朋子さんを見たくて、「すぽると」をビデオテープに撮る！（朋ちゃんきれい☆）
絵里さん今日、どんなファッションで歌われたのかな？ 新宿だったのに、見に行きたかった！！
有村実樹ちゃんも、みおの同世代の女優さんもみんな素敵！！
いやあ 世の中には、きれいな人いっぱいいるのね・・・
みおも、トレーナーにホットパンツか、ミニスカート ハーフパンツ ジーパンぐらいしか持ってないので、少しだけキレイになりたい
です（笑）

みお、また悩む（笑）
昨日、公衆電話からおかあさんへ電話した。
お正月の予定を聞かれたときに、「まだ、帰れるかわからないよ」って言ったら
「みお、お義父さん (前の奥様との間に）子供がいなかったから、新しく娘ができるの すごい喜んでたんだよ・・・」
って言われて胸が痛くなった。
「そんなに、パパじゃなきゃダメ？ 話すだけでもダメなの？」
「違うよ。忙しくて、ほかの事まで頭が回らないの。ちゃんとお義父さんと話す時間つくるからさ」と言ったけど、
せっかくの電話だから、楽しい話をしようと思ったのに、いまいちだったな。
みお、忙しいのを言い訳にして、大人としてやるべきことやってないのかも。
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何回か遊びに誘ってくれたヒロちゃんも断っちゃったしな。みおのお友達の皆さん ホントにごめんね
悩むなあ・・・ 自己嫌悪だ。
「まだ美緒には一人暮らしは無理だよ」って言ってたお母さん 当たってたかも。 さすがお母さんだ（笑）
こんなに大変だとは思わなかった。みお激やせ！！ ３８キロなんて超やばいよ（笑）
陸上部で長距離走ってる、中学生の女の子みたい（笑）
それにしても眠い（笑） もたれかかった玄関で眠り、浴槽で眠り・・・
よし、お義父さんに手紙を書こう！ 色んな事あやまろう。誤解を解かなきゃ！
ごめんなさいお義父さん 仲良くしたいと思ってるよ。お母さんの好きになった人だもん。感謝してます。
ふくだみお、まだまだ子供でだらしない１８才です・・・・

2007 年 12 月 18 日

きのうの出来事

昨日は、昼間 体が動かなかったり、少し重い症状の入居者さんを入浴介助した。
毎日はどうしてもお湯につかれないから、遠慮しないで、くつろいでもらえるよう頑張った。
春から、ずっと任されてきたお仕事。相変わらず腕は筋肉痛だけど、もっともっとレベルアップしなきゃ。毎日お湯につからせてあ
げたい。
お昼過ぎ、先輩の女性と、車椅子のおばあちゃんを乗せて「ヤマダ電機」へ。
日曜日、ホームにお見舞いに来る中学生のお孫さんに、クリスマスプレゼントを買ってあげたいそうだ。
「今の若い子は、どんなものが欲しいのかしら」と、みおに尋ねられたけど、少し困る（笑）
みお、超アナログ人間だもん！！
結局、ＤＶＤプレーヤーを買った。ああ、なんていいお婆ちゃんなんだろう。羨ましい・・・
みおの去年亡くなったおばあちゃんも、かわいくて、ホント優しかったなあ。
おばあちゃん。みお、新米の介護士になりましたよ。応援してね！！

2007 年 12 月 20 日

成人式か・・・・

美紀姉ちゃんから、成人式何着るの？とメールがきた。
あの〜 みおは来年じゃありません。再来年です！ １年間違えてます（笑）
でも、パンフみて、なんか最近気になりだした。
着たい。あんな綺麗な着物着てみたいよ！！
でも、パパに見せてあげたかったな・・・

大学ラグビーベスト８展望！
２３日、大学選手権ベスト８
早稲田ー法政 筑波ー帝京 明治ー京都産業 東海ー慶応
実力が頭ひとつ抜け出てる、早稲田大学の勝利は固いですが、残り３試合は実力伯仲した好ゲーム！！
台風の目、的存在の筑波、明治ー京産は、フォワードで互角、バックスの得点力で、京産大勝利と、みおは見た！！
そして、リーグ戦で関東学院に１点差負けで、誰もが早稲田に次ぐ優勝候補と言う、東海大学と、チーム力を上げてきた慶応大学。
ラグビー関係者は ほとんど東海勝利と予想してるけど、みおは、慶応勝ってくれるって信じてるもん（笑）
ただ、２３日雨なんだよなあ・・・・
東海の、あの二人の外国人選手、めっちゃ怖い デカイ（笑）
なんとか失点を２０点以内に抑えて、フォワードが頑張って、大学トップレベルと言われる両ウイング、フルバックのトライがみたい。
１月２日準決勝 ７年ぶりの国立競技場 期待してますよー
林監督。みおの願いをかなえて下さい（笑）
「タイガー軍団」絶対復活なのです。こんなところで負けたらもったいない。そんなチームじゃないよ。

2007 年 12 月 25 日

よし！！勝ったあ。

日曜日 １１時から１５時まで急遽、時間が空いたので、
ローソンで当日券を買って、秩父宮で大学選手権 慶応ー東海の試合を見に行った。
いやあ〜うれしい。感動した！！ 絶対負けるわけないって信じてたけど、関東リーグ戦１位で前評判の高い
ほとんどの人が、決勝は早稲田と東海になるって言ってただけに、慶応ラグビーのファンのみおとしては気持ちいいものです(笑）
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最終スコアは、２８−１４ フォワードでかなり劣勢になるかと覚悟してたけど、モールを押されるシーンも無かったし
なにより伝統であり、ファンを引きつける低いタックルが戻ってきた！！
今日のサンスポによると、早慶戦後 林雅人監督は 「低いタックルのできない奴にラグビーをする資格はない」
と激怒して 二人の選手のへその緒の位置につなげたチュウブをくぐって、タックルダミーにぶつかる練習を繰り返したそう。
警戒された二人の外国人選手に突破されることもなく、ほとんど仕事をさせなかった。
後半ラスト１０分は、自陣ゴール前で防戦一方だったけど、安心して見てられたもんね。
攻撃では、山田選手にばかりボールをあつめるのではなく、うまくダミー（おとり）に使って他の選手でトライをとるシーンもあった。
場内ＦＭ放送中の上田昭夫さんが、「今のトライは、（ダミーで東海ディフェンスを引きつけた） 山田の顔でとったようなものですね」
って言ってて、めっちゃ笑いました。上田さん、相変わらず絶好調のおしゃべりだったな(笑）
「ラガーマンは、お正月を越えられること。元旦に練習できるのがね。最高なんですよ」って言葉に、妙に納得しました。
さあ次は、６年ぶりの国立で、１月２日準決勝 明治大学。対抗戦の悔しい同点の決着をつけてほしいです。
そして決勝は、早慶戦がみたい。今度こそ！！です。
キャー みおドキドキしてきた。絶対このチームで日本一になってほしいです。
ヒロちゃん。楽しみだね〜 お正月どうしよっか(笑） 国立行く？ それともヒロちゃんちでテレビ観戦かな！
わたしたちの先輩は大活躍でした。

2007 年 12 月 27 日

リックからクリスマスカードが・・・（感激。。）

まきちゃんちで暮らす、愛犬リックからクリスマスカードがおととい届いた。
「みおちゃんへ」 リックより
あー懐かしい まきちゃんの字だ（笑） でも気使ってくれてすごくうれしい。 まきちゃんありがとう。
カードには、最近のリックの写真が同封☆
ちょっと大きくなったんじゃない？リック。 う〜きゃわいいよー
カードの文章に、みお あったかい気持ちになりました。
「みおちゃん。去年、グランドで いっぱい遊んでくれてありがとう。毎日、いっしょに街を散歩してくれて楽しかったです。
忙しいと思いますが、ボクはやっぱり、みおちゃんがだいすきです。
また遊んでよぉ。秋以来会えなくてさびしいよ〜 ボクは元気だからね。
みおちゃんがふるさとに帰ってくるのを、楽しみに待ってるよ」
まきちゃんのやさしさに感激です。
ねえリック、みおも毎日、リックのこと お部屋の写真見ながら想ってるからね。
また、いっぱい遊ぼうね。みおの顔、いっぱいなめてね（笑） またキスしよう（キャー）

2007 年 12 月 31 日

２００２年１２月３０日の日記

２００２年 １２月３０日 月曜
結局、お金が尽きて、おまわりさんに補導され おうちに帰ってきた。
わずか数日間の家出。中学生のみおには、自分で生きる世界を変えることなどできないのかなあ。
美紀ちゃんは泣いて抱きしめてくれる。お店の女の子は、何事もなかったように笑顔で接してくれた。
お母さんは、何度も何度も、みおをひっぱだいた。でもあったかさが伝わってきたな。
痛かった。おばさんが止めてくれなかったら、何発たたいていたんだろう。
みんなの優しさは、充分みおに伝わったよ。みおも悪かったと思います。
でもだからといって、明日からの現実は変わらないのだ。相変わらず行きたくもない、みおを差別する先生ばっかの中学校と
家に帰れば、またお店の手伝いしなきゃいけない。笑いたくもないのに作り笑いしなきゃならない。
そして、もうパパは泣いても、わめいても帰ってこないのだ。
やはり、ナンパでもされて、どこか遠いところに行ったほうが新しい人生が開けたかもしれない。
この町にいて、どんな未来が待っているというのか。
真っ暗だ。死にたい。
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ずっとつけてる日記を久しぶりに読んでいたら、５年前の今頃 人生初の家出をしたことを思い出した。
あれからもう、５年もたつのか（笑）
中学生にしては、うまい文章書けてると みお思うんだけど（笑）
どん底だった。何もなかった。毎日死ぬことばかり考えてた。リストカットもした。
今も入浴介助をしてると おばあちゃんに「みおちゃん、その傷どうしたの？」と言われて困る（笑）
でも必死に勉強して高校入って、奇跡的に人生が開けた。最高の女友達と出会って、ラグビーの素晴らしさを教えてもらって、片
思いもした（笑）
お店の仕事も、今となっては沢山鍛えてもらったし、よかった。 逃げなかったからお店のお姉ちゃんたちも、今でもみおを支えてく
れて信じてくれてる。
２００７年は、急激に環境が変わって、ついてくだけで精一杯で、何度も体を壊して、
でも 失敗だらけの新米介護士になれました。
１３才のふくだみおちゃんに、「未来は開けたよ。」って、すこしだけ自分をほめてあげたいです（笑）
あの時、やけにならなくてよかった。死ななくてよかった。
２００８年、外見も内面も、最高のいい女、いや かわいい女の子になりたいです（笑）

2008 年 1 月 3 日

年末年始の日記

おおみそか 忙しかったけど最高に楽しかった。
入居者さんが年越しそば 喜んで食べてくださったり、その後は大広間で紅白歌合戦みたり。
みおが知らない歌を、皆さんよく知ってて、歌ってくれました。みなさん笑顔でうれしかったな。
みおは、若い歌手の人たちの説明したり、ちょっと歌ったりしました（笑）
２日は実家に帰省。ヒロちゃんと昼間は一緒にいて、夜はお店で新年会。
今まで離れててなかなか話せなかったことも、お父さんやお母さんに話せて、少しいいスタート切れたかな。
２００８年、望むことは みおの大切な人たちが誰一人欠けることなく、元気で年末を迎えることです。
そして、優しい強い女の子になりたい。介護の仕事も、もっともっとレベルアップしたいです！
夜行バスでの帰省。疲れたなあ 腰痛いよ（笑） すこし元気になった。さあ、がんばらなくっちゃ！！

夢の決勝進出！！感動しました。
帰省し、ヒロちゃんとテレビで大学ラグビー観戦！！
明治大学の あの大きなフォワードを、何度も何度も低いタックルで倒して感動しました。
最後は、同点になったらトライ数で決勝にいけないことはわかってたので、だいじょぶだと思ってたけど不安だったなあ。
林監督の、インタビューでの涙。みお もらい泣きしちゃったよー
今シーズンは、対抗戦で、筑波大学にまさかの黒星スタートだったけど、冬が深まるにつれてチーム力を上げてきて すごいなっ
て思います。
蹴球部のホームページを見てると、選手や女子マネージャーさんの日記とか、目頭が熱くなります。
ラグビーができるのは、今まで支えてくれた両親や、応援してくれる皆さんがいるからです みたいなこと皆さん書いてて
だからこそ、日本一になって 林監督 怪我でリハビリ中の金井キャプテンを胴上げするんだ・・・って。
青春っていいなって。羨ましいなって思いました。
なんで、慶応のラグビーは、あんなに沢山の人を引きつけるんだろう
きっとフォワードの皆さんの、体は他大学より小さいけど、必死にボールをとりにいく 体を張って守る伝統の低いタックルだと思います。
そして、華麗なバックス。昨日の前半の山田章仁選手のトライシーンとか、最高のトライだったもん。
４年生は一部の選手を除いて、皆ラグビーを辞め、社会人として新しい世界で、来春から頑張るそうです。
エリート揃いの早稲田大学に、今度こそ勝ってほしい！！
おそらくラグビーに詳しい人で、慶応の勝利と見てるのはごく少数でしょう。
でも、みおは絶対信じてるもん。また勝ってくれるって！！
１月１２日、嬉し涙を流したい！！ 目指せ日本一。
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カテゴリ： その他

2008 年 1 月 4 日

映画「深紅」を見た

先週の水曜日の夜中に放送されて、ビデオに撮ってあった 映画「深紅」をみた。
何度もしつこいけど（笑） 原作の野沢尚さん著 「深紅」は、みお マイベストな位だいすきです。
ずっとずっと、見てみたかった映画！！
感想は・・・内山理名さんも、過去に苦しむ姿とか、未歩を追い詰めてく執念みたいのもすごかったし
水川あさみさんも、つっぱってるけど、純粋で、死刑囚のお父さんを思う女の子を好演されてました。
ただ、ラストシーンが、すこしだけあっさりしすぎてたような気も。
みおは、ラストシーンの二人の女の子の、少し成長した姿と、友情物語が好きなので・・・・
「未歩は、とっても心のきれいな女の子だよ」 「カコだって・・・」ってセリフとか
二人がキスして、涙が溢れちゃうシーンとか、入れてほしかったなあ。
それと、奏子と別れて宇都宮に帰る未歩が、新幹線の車内で ８年前の事件の週刊誌記事を手帳から取り出して
「さよなら・・・カコ」って別れを告げるって映画オリジナルのシーンは、どうなのかなあ
だって、それじゃ自分に近づいてきた女の子が、父親が殺した男の娘だと 最初からわかってたって事じゃん（怒！！）
それで奏子から勧められた殺人計画に乗っちゃうなんて、おかしいと思うよー（笑）
野沢尚さん原作の、どこをどう読んでも、未歩が、奏子の本当の正体に気づいてたとは、みお思えません。
うーん。。。そこだけが残念！！

2008 年 1 月 8 日

夜中にひとり泣く女（笑）

日曜日の深夜に放送されてた、高校ラグビーのドキュメント 「ノーサイド 奇跡の瞬間」を
泊まり勤務だったので、仮眠施設で観ました。 いやあ〜 泣いたなあ（笑）
どの特集もよかったけど、みおは、やっぱ女子マネだったんで、伏見工業高校に女子マネージャーの体験に行くってやつがよかった！
今大会イメージキャラクターの、ミスマガジン２００７ 鹿谷弥生ちゃん（超かわいい！！）が、
高校ラグビーの名門 京都代表の伏見工業のラグビー部を訪ねて 最初は楽しさと不安が半分半分なんだけど
マネージャーのみなさんとうちとけたり、楽しくなりはじめてたころに
練習での、高崎監督の怒声や、選手のみなさんが、真面目に練習に打ち込む姿をみて、
自分にできる精一杯のことをやろう！チームに貢献したい。って変わってゆくところが、ものすごく感動しました。
準決勝の前に、宿泊してるホテルにやって来て、選手の皆さんや大勢の人の前で、泣きながら手紙を読むシーンが超よかっ
た！！
漠然とした記憶ですが、ラストの部分。抜粋です。
「私は、選手のみなさんと一緒にラグビーはできないけど、皆さんには応援してくれる人、支えてくれる人々がたくさんいます。
きっとそれが、伏見工業ラグビー部の強さなのだと思います。
だから苦しいときは、そういう皆さんの顔を思い出してください。
きっとだいじょぶです。 わたしは・・・伏見工業高校ラグビー部が大好きです・・・・（涙）」
みお号泣・・・(笑） いいなあ。 青春っていいなあ。
私も、大変なこともいっぱいあったけど、３年間女子マネージャーやれてよかった。
クールにかっこよく生きずに、とことん熱い、ブサイクな（笑）３年間でよかった。
今の私の脚力と体力は、あの広いグランドで身についたと思います！ 最近はちょっと痩せすぎですが・・・（苦笑）
でも・・・・行きたかったなあ花園・・・ ドキュメント見てて、伏見の女の子が超うらやましかったよー
大会テーマ曲 高杉さと美さんがカバーされた、ユーミンさんの「ノーサイド」もよかったです！！
みおも、送別会で歌いました！（キャー）
翌日の決勝戦。伏見工業高校 ７−１２で、東福岡高校に惨敗で準優勝。
うーん いい試合で、後半はほとんど攻めてただけに残念。
でも、お疲れ様でした。高校ラグビーの熱、とっても素敵です。
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阿比留記者ｉｚａブログより
『安倍前首相が山崎拓氏に「私の言葉を肝に銘じろ！」』（2008/06/20） http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/615773/
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自民党に対する思いとスタンスについて（2009/09/20 10:05）
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http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1232334/

上杉 隆 『東京脱力 SPORTS & RESORTS（試作版） 〜ゴルフとスパと、時々、永田町』より
元内閣総理大臣公認 自称「ジャーナリスト」上杉隆のラグジュアリー・ブログ

http://www.uesugitakashi.com/archives/50874497.html
June 28, 2007
「ヤンキー先生、自民に入る」 週刊文春
「ヤンキー先生」の義家弘介さん、ついに出馬です。
昨秋来、何度か名前が取沙汰されていましたが、やっぱり出てしまいました（涙）。
教育再生会議で、がんばると宣言していたのに……。
12 月の最終報告の前に、戦線離脱。
う〜ん……。
さっそく、本日発売の「週刊文春」で書きました。
なんという無理な依頼。
なんという強引な取材。
なんという散漫な記事。
↑
以上、新潮社Ｈ氏への言い訳。
でも意外にも、即日「ファンレター」が来ました（驚）。
しかも、いつものような「抗議文」「内容証明」「脅迫状」の類ではありません。
正真正銘の「ファンレター」です。なぜなら、メールのタイトルにきちんとそう書かかれているからです。
で、心躍らせて、メールを開いてみました♪
【以下貼り付け】
上杉隆さま
１８才 福田美緒と申します。介護施設勤務です。週刊文春での義家氏の出馬の記事拝見しました。
私は、現場を離れてからも、ラジオで若者とまっすぐぶつかり、情熱を持って向かいあってる義家氏を支持してる
ので、世間の無責任で、いいかげんな再生会議批判 義家批判にはイライラしてるんですね。
上杉さんの記事は、義家氏を貶めるものになってると思うのですが、文春が書くならともかく フリーライターの上
杉さんが この記事を書く理由は何なのでしょうか？
もちろん悪は徹底的に追及すべきだと思います。
しかし義家氏が、再生会議の理念、提言を政治に反映させるんだ、苦しんでる子や、努力が正当に報われない
現場の先生を、救うために仕組みを変えるんだと立候補する事が、そんなに批判されるべき事でしょうか？
事実、再生会議の提言は、政治家や官僚によって骨抜きにされて、反映されてないって事は 上杉さんも以前書
いておられますよね。
現場の最先端にいた義家氏が、ただ提言を出すだけでは変わらない 政治家として再生会議をサポートしようと
考えることは真っ当な発想だと私は思うんですが。
宮崎哲弥さんがおっしゃったこともわかるんですが、議員としては再生会議の委員は続けられないわけですし、
落選した時の事を考えて、今の役職のまま出馬したら
これまた上杉さんみたいなコワ〜イ（笑）マスコミに批判されますよね。
だから再生会議に辞表をだすのは当然じゃないかなあ。

-3-

加藤浩次さんがテレビで不快そうに呼びかけたとありますが 上杉さん拝見しましたか？ 私は見てたけど、人
によって解釈の違いはあるにせよ、私にはどうみても加藤浩次さんが不快そうに呼びかけてるとは見えません
でした。
むしろ堅い話題のなかに、一息つかせる 見てる人を笑顔にさせるような
加藤さん一流の微笑ましい呼びかけに私には見えたんですが・・・
義家氏は今までも多忙のためか 毎週の出演ではありませんでした。
その前週もほかのコメンテーターの方が出られてます。上杉さんの書き方だと、義家さんがいわゆる ばっくれ
たみたいなイメージなんですが、義家氏のスタッフの方からホントに TV 局に一言も連絡ないんですか？私は
そんなはずはないと思います。
上杉さんの記事に限らず 誰かのコメントを紹介する時に 幹部経験者とか再生会議の委員の１人とか安倍周辺
とかばっかで ずるいです。
だってホントに、そう発言したかどうかわからないじゃないですか？
上杉さんの持ってゆきたい方向に勝手に書いてしまうことだってできる。
結局上杉さんも 国や権力側のやることは全て間違ってるんだ、なんでも批判しなきゃいけないんだっていう 普
通のマスコミと一緒なんでしょうか？
こういう記事を書く以上 義家弘介氏本人にしっかり取材しなきゃフェアじゃないと思うんですが、どう思われます
か？
マスコミはいつも批判的ですが、再生会議や義家氏 安倍内閣を支持する方々も確実にいますよね。
そういう方の意見は吸い上げないのはどうなのかなって感じます。
長くなってごめんなさい。私上杉さん でも嫌いじゃないんです！！この前アクセス聞きました！！これからもが
んばってください。
暑くなりますが お身体気をつけてくださいね。
熱中症に注意ですョ。こまめな水分補給デス。
ありがとうございました！！
【以上貼り付け】

う〜ん、やっぱり「ファンレター」ではないですね……（涙）。
でも、まさに、その通りです……（反省）。
膝を打ちながら読み進めました。
あまりに打ったんで、打撲気味です（ベタ）。
それにしても福田さん、的確な指摘、ほんとに立派な 18 歳です。
さて、自分の 18 歳の頃と比較してみました。
結果は、……（汗）。
さらについでに、義家さんの 18 歳の時と比較してみました。
う〜ん、……（笑）。
ある意味、日本の教育は大丈夫のようですね。
ということで早速、転載の許可を戴きました。
福田さん、ありがとうございました。
暑中、介護のお仕事がんばってください。
あ、義家さんもがんばってください（ついで）。
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カテゴリ： 阿比留記者との往復書簡

Commented by 福田美緒 さん（2008/06/21 19:46）
阿比留さんはじめまして。
安倍さんが好きで、高校生のときから産経新聞と、ブログ読ませていただいてます！
今は 19 才の介護士になりました(笑）
いろんな事や、大勢の視点とは違う、ものの見方を教えてもらって感謝してます。ありがとうございました。
さてさて・・山崎拓さんが「幼稚だ」っていう発言をした時は私も本当に腹がたちました。
いくら年齢は一回り下でも、前総理である方にあんな発言をするとは・・・
でも、考えたくもありませんが、人権擁護法案ができたら、安倍さんのこういう発言も、
「人権を侵害された」と、秘書や支援者から訴えられてしまう可能性があるんですよね？
通常の裁判だったら、訴訟を起こすのにも費用がかかると思うんですが、
人権委員会に、人権侵害の申し立てをするのは 訴えるほうには特に費用などの負担もないのでしょうか？
もしこの法律ができたら、市民団体やリベラル系の人たちは、人権侵害の申し立てを乱発すると思うのですが、
それに対して、訴えられた側の対処の仕方とか 名誉があっというまに底に落ちてしまうのではないかと凄く不安になります。
わけのわからない文章ですみません。
明日は２４時から義家さんと安倍さんのラジオですね！すごく楽しみです。
これから暑くなりますが、阿比留さんも、ご家族の皆様も毎日お元気でいられることを祈ってます。
外でのお仕事も多いと思いますが、こまめに水分補給してくださいね(笑）
産経新聞がだいすきです！ 署名記事で阿比留さんの名前を見ると、胸がキュンとします(笑）
それでは失礼しました。
Commented by 阿比留瑠比 さん（2008/06/21 20:43）
福田美緒様
はじめまして。産経とブログのご愛読ありがとうございます。
＞胸がキュンとします(笑）
…たとえ（笑）がついていようと、こういうことを言われたのは生まれて初めてなので、少々狼狽しました。明日の紙面でも署名記
事が出ているはずなので、またよろしくお願いします（笑）。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
Commented by 福田美緒 さん （2008/07/13 19:20）
阿比留さんこんばんわ。毎日の激務おつかれさまです。
暑いですネ・・・私は未成年なんでわからないのですが
こんな夜には、ビールはめっちゃ美味しいんだろうな・・・と感じます！！
コーラ飲んだあとの清涼感とは違うのでしょうか？(笑）
さて・・私は東野圭吾さんがおすすめです。
最新作の単行本「流星の絆」がよかったです。洋食屋さんのハヤシライスがキーになるミステリーなんですが、
美味しそうなハヤシライスと、美しい兄妹愛に感動しました☆
新聞休刊日の前日は、記者のみなさまは だいたいゆっくりできるのでしょうか？
阿比留さん。リフレッシュして、また いい記事いっぱい書いてくださいね！
阿比留さんの文章は、難しいことをわかりやすく書いてくれるから好きです。
なんだか軽いコメントですみません・・・失礼しました。
Commented by 阿比留瑠比 さん（2008/07/14 08:01）
福田美緒様
こんにちは。ビールのよさは…うーん、清涼感というか、私は液体をどんどん喉の奥に送り込むのが好きなようです。他の酒だと
そうは飲めないので。本のご紹介ありがとうございます。薦めていただくと、参考になるのでありがたいです。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
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カテゴリ： 阿比留記者との往復書簡

Commented by 福田美緒 さん 2008/08/03 12:21）
ステーキなのに、お味噌汁っていうのが素敵ですネ。
ごはんはおかわり自由なのでしょうか？こんなにあったら、２，５皿はいけそうです(笑）
わたしの実家は、お店をやっているので、よくお皿洗いも手伝わされたんですが
阿比留さんの時代は、食器洗浄器ってありましたか？
庶民的なアルバイトも経験されてる阿比留さんの、ますます大ファンになりました！！（笑）
暑い毎日ですが、美味しいもの食べて、お仕事がんばってください。
いっぱい食べる男の方素敵です（笑） 失礼しました。
Commented by 阿比留瑠比 さん（2008/08/03 12:47）
福田美緒様
はい、若布のみそ汁です。ステーキランチにパンなんていわれると興醒めですよね。＞食器洗浄器ってありましたか？…私がバ
イトを始めたことろはまだ導入されていなくて、途中で入りました。ずいぶんと楽になったのを覚えています。鉄板をタワシで洗う
のが重労働でしたが。ライスはお代わり自由だったかどうか記憶していないのですが、大盛りなんかたのむと大変なことになりま
す。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
Commented by 福田美緒 さん（2008/08/16 19:50）
阿比留さんこんばんわ。
去年の夏に、初めて靖国神社を参拝して、思っていたより静かでびっくりしました。
同時に伝統や文化の重みも感じて、何度か胸が詰まる気持ちにもなりました。
さて、無宗教の国家追悼慰霊施設というのも、言葉は悪いですが なんか胡散臭いものを感じます（笑）
無宗教で、どうやって霊を祀ったり、慰霊したりするのでしょうか？
宗教儀礼なしで、どうやって英霊のみなさんの魂が、
その新しい施設とやらに宿ってくれるのか、発想を疑います（笑）
絶対、実現してほしくないなあ・・・
今生きてる人たちだけで、過去築いてきた文化や伝統を、軽々しく変えちゃいけないなって、感じました。
阿比留さん。暑さに負けないでくださいね（笑）
食べ物の写真やエントリー、めっちゃおもしろいです！！
Commented by 阿比留瑠比 さん （2008/08/16 20:34）
福田美緒様
こんばんは。
＞なんか胡散臭いものを感じます（笑）…。
はい、看破された通り、出自から経緯から内容に至るまで、すべて胡散臭いテキトーなものだと思います。本当に安易でくだらな
い発想であり、何の意味もありません。福田氏の私的懇談会は、慰霊も顕彰もしないとはっきり言っていました。つまり、英霊の
存在はそこになすということで、無味乾燥で機械的なそんな施設に、だれが行くのだろうかという当たり前の疑問には答えていま
せん。彼らの発想の貧困さには目眩すらします。
＞食べ物の写真やエントリー、めっちゃおもしろいです！！
…ありがとうございます。いろいろと気持ちが沈みがちだったきょう一日で、一番嬉しいお言葉でした。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
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Commented by 福田美緒 さん（2008/10/30 19:41）
阿比留さんこんばんわ
かつて安倍さんが、朝日新聞や週刊朝日の あまりにもひどい事実と異なる報道をされたとき、
うやむやに流さずに しっかり抗議をされてて好感を持ちました。
その後、あちらは自らの記事の正確さや信頼性で、勝ち目がない（？）とわかると
「総理大臣ともあろう人が・・・」とか「冷静さを失った感情的な対応・・・」
などの評論家の意見を載せて、論点を微妙にずらしてきたことを(笑）よく覚えています。
私も、おととい週刊朝日を読んだとき 「まさか阿比留さんが・・・」って思ってしまいました。すみません（笑）
自分の許容範囲を超えた、事実と異なることを書かれて お仕事にも影響が出るようなら
しっかりと抗議、反論することは 当然だと私も思います。
生意気言ってすいません（笑）
涼しくなってきたので、お元気でいらしてくださいね☆
冬場は、お酒のおつまみも やっぱ変わってくるのでしょうか？（笑）
失礼しました。
Commented by 阿比留瑠比 さん （2008/10/31 06:45）
福田美緒様
おはようございます。
＞私も、おととい週刊朝日を読んだとき 「まさか阿比留さんが・・・」って思ってしまいました。すみません（笑）
…おっと、危ない。こういうことがあるから、私も困らせられているのですよね。これまでも上杉氏に一方的に張られたレッテルで
見られるようになって迷惑してきたのに。寒くなってきましたが、私は１年中ビールです。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
Commented by 福田美緒 さん （2009/03/07 19:41）
阿比留さんこんばんわ☆
答えられる範囲で結構なんですが（笑）質問させてください！
上杉さんの「官邸崩壊」を読んで、悔しい思いをしたんですが（笑）
その場にいなかった人間が、ああいう会話調で構成して書くときって
素人考えでは、どうやって一語一句 間違いなく取材するのかな？って思います。
あそこに書かれてあることを、本当に当時の安倍総理が おっしゃったのかな・・・って。
まったく脚色とかは無いんでしょうか？（笑）
私は、「うわぁ...阿比留さんの名前が出てる！」って思ってしまいました（笑）すみません...
阿比留さんは花粉症は大丈夫ですか？ トマトがいいみたいです♪
季節の代わり目ですが どうかお元気でいらしてください！！
失礼いたします。ありがとうございました。
Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/03/07 22:25）
福田美緒様
こんばんは。お久しぶりです。
＞その場にいなかった人間が、ああいう会話調で構成して書くときって素人考えでは、どうやって一語一句 間違いなく取材する
のかな？って思います。
…これは一般論で言えば、新聞の検証記事などでもときどき見ていたようなものを掲載しますが、それは、その場にいた当事者
か、当事者側近などに聞いたことを複数の筋から付き合わせ、確からしさをそのときどきのキャップなりなんなりが判断して載せ
るものです。私自身は「官邸崩壊」については、斜め読みしかしていません。というのも、当時、官邸サブキャップ、またキャップと
して政府高官その他を取材し、直接いろいろな場面に立ち会った人間としては、また、安倍政権ができるに至る経緯をかなりの
部分、見聞してきた身としては、上杉氏の書いていることには斜め読みしただけでも「違うよ、それは」「何を思いこんでいるの？」
ということがちょっと読んだだけで多かったためです。この「官邸崩壊」という本では、私が見聞きした事実、直接当事者から聞い
た証言、また当時の政治情勢について、私は多くの意義・異論があります。また、この本の中でいかげんなことを書かれた政治
家や関係者の憤り、諦念も知っています、何かを主張するのであれば、最低限、事実は踏まえてほしい、自分が他者から聞きか
じったことを絶対視するような、新聞記者であれば支局の若手が陥りがちな幼いレベルでものを書かないでほしいと、本当に願い
ます。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
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Commented by 福田美緒 さん （2009/06/28 11:40）
阿比留さんは、ご自身が大絶賛だった本が ドラマとか映像化されると、
その出来に、割と辛口になられますでしょうか？
私は、どうも・・・嬉しくて期待してたぶん、がっかりしちゃうタイプです（笑）
脚本家さんもお仕事だから、しょうがありませんが、どうして自分の色を出したがるんでしょうかねぇ？（笑）
やっぱ活字だと、映像や情景を自分でイメージするから 素敵なんだろうなって思います！
わかりにくい文章ですみません☆
暑い毎日だと思いますが、どうかお元気でいらしてください。
阿比留さんが美味しいビールが飲めますように☆☆
貰えるとしたら、ビール券と図書カード、どっちが嬉しいですか？（笑）
ブログ読むの楽しいです。 いつも、いろいろ教えてくださってありがとうございます。
失礼しました。
Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/06/28 12:39）
福田美緒様
お久しぶりです。最近は調子はいかがですか？
＞ご自身が大絶賛だった本が ドラマとか映像化されると、その出来に、割と辛口になられますでしょうか？
…ぜひ観たい場合と、逆に最初から観る気が起きないときとあります。キャストを知った段階でもうダメだということもありますし、
原作と全く別物でがっかり、ということも。活字はイメージがいかようにも広がりますからいいですね。
＞ビール券と図書カード、どっちが嬉しいですか？（笑）
…また究極の選択を（笑）。私の場合、その二つはセットなので選びようがありません。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
Commented by 福田美緒 さん （2009/07/08 18:45）
阿比留さんこんばんわ☆ 質問させてください！
民主党政権になったら、やはり教育基本法や関連法の再改正は、やはり間違いなく行われてしまうのでしょうか？
わずか３年で、また旧教育基本法に近い考え方に戻されてしまうなんて 現実とはいえ恐ろしいです。悔しいなぁ・・・（笑）
国民世論がうまく湧き上がって、再改正反対の流れが出来ればいいんですが。
なんかいいこと・・・といえば、ビアガーデンで綺麗な星を見ながらビールを飲むとか、どうでしょう？（笑）
お元気でいてください☆ 失礼しました。
Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/07/08 21:10）
福田美緒様
こんばんは。
＞やはり教育基本法や関連法の再改正は、やはり間違いなく行われてしまうのでしょうか？
…この点は二つあり、まず改正教育基本法廃止法案のようなものを出してくる可能性があります。それと、民主党独自の日本国
教育基本法案があるので、それをもとに法の再改正の形をとることもあるでしょう。ただ、民主党が政府の改正教育基本法案へ
の対案として提出した日本国教育基本法案は、「どうせ通りっこない」（当時の小沢代表）という政府案牽制のための法律だったこ
ともあり、民主党内にも「これを出すなら絶対に反対する」（女性議員）などの反対論も根強いのです。ですので、どうなるかは政
権交代後の執行部や担当大臣の布陣、党内情勢も含めてよくみてみないと分からない点はあります。
＞なんかいいこと・・・といえば、ビアガーデンで綺麗な星を見ながらビールを飲むとか、どうでしょう？（笑）
…そうですねえ。いいアイデアです。大学１年生の夏休み、ビアガーデンでバイトしていた日々のことをふと思い出しました（笑）。
暑い季節が到来しました。ご自愛ください。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
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Commented by 福田美緒 さん （2009/09/20 15:47）
阿比留さんこんにちわ。
世の中の出来事にまったく無知無関心なのはもちろん問題ありますが、かといって、いかにも「正義」を振りかざすような報道姿
勢や ジャーナリストとか わざと自分を卑下して「我々、庶民は〜」なんて したり顔で言ってるようなコメンテーターみたいな人た
ちにも正直、吐き気がします（笑）
中立なんて奇麗事で、誰でも偏りがあるのは当然だと思うので、今までどおり阿比留さんが伝えたいと思ったことを ご自分の考
えで、無理のないペースで伝えてくだされば嬉しく思います！！
何にもしらなかった高校生だった私が、この５年間ぐらいで産経新聞と阿比留さんのブログに沢山いろんなこと教えていただきま
した♪ ありがとうございました。
それと、毎朝紙上で阿比留さんの名前を目にすると やっぱりうれしいです（笑）
季節の変わり目ですが、お体のほうは大丈夫でしょうか？毎日、きっと想像も出来ないぐらいの激務だと思います。
いつかお時間が出来たら、私の地元茨城県の、海沿いの大洗っていう町に観光で来てみてください☆
安い値段で回転寿司はもちろん、いくら丼からシラス丼まで 海のものなら何でも揃ってますョ！！ なんなら私がガイドします
（笑）
あと今、入院してるんですが 病院の食堂のカレーやハンバーグがうらやましいです・・・
人間、やっぱり結局は シンプルな食べものを求めるものですね（笑）
なんか、ピントのずれたコメントで、申し訳ありません。
年内はとても忙しい毎日が続くと思いますが、お元気でいてください。
応援してます♪ 失礼いたしました。
Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/09/21 08:55）
福田美緒様
こんにちは。入院生活が続いているようですが、最近のお体の調子はいかがでしょうか。そのような環境にありながら、私を励ま
していただき、ありがとうございます。わが身の贅沢さに恥じ入る次第です（このクセはなかなか直りませんが）。大洗と言えば、
水族館に一度行ったことがあります。愉しい思い出です。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
Commented by 福田美緒 さん （2009/11/22 13:30）
阿比留さんは、まだお子様にサンタさんの存在信じてもらえてますか？（笑）
私は小６まで まったく疑うことなく信じてました♪♪ 大人になってもイルミネーションとか、クリスマスは心が洗われますよね☆
☆
寒いなか毎日激務だと思いますが、お元気でいてください。
インフルエンザや風邪のウイルスは、湿度６０％以上で死ぬみたいです！！加湿器とか、ご自宅にいかがでしょうか？（笑）
ピントのずれた投稿ですみません☆
素敵な日曜日になりますように♪ 失礼いたしました。
Commented by 阿比留瑠比 さん （2009/11/22 15:32）
福田美緒様
＞まだお子様にサンタさんの存在信じてもらえてますか？（笑）
…うーん、どうでしょうねえ。「自宅にはこびとが住んでいて、ときどき夜中にビールを飲んで片づけないでそのままにしている」と
いう話はけっこう信じていましたが…。
＞加湿器とか、ご自宅にいかがでしょうか？（笑）
…はい。私は気管支が弱いので、何年も前から冬場は欠かせません。今年は古いのが壊れたので買い換えました（笑）。
ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡★ﾟ･:,｡ﾟ･:,｡☆
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Commented by 福田美緒 さん
こんばんわ阿比留さん♪
ぎっくり腰 直後は冷やしたほうがいいんですけど、時間がたってからは患部を温めたり 温シップ コルセットがいいそうです☆
すりおろした生姜を、布巾かなんかに包んで、思いっきり患部に当てて巻いちゃうといいんですョ！！
私、一応 元ラグビー部のマネージャーです（笑）
でも、めんどくさいですよね。すみません♪
あと急に運動すると膝を痛めるので、室内で出来る様な 通販によくある自転車が 膝に優しく脚に効きますョ☆☆
阿比留さんは、重松清さんって作家さんの本 読んだことありますか？
なかなかテーマにする所が、おもしろくて最近ハマってます♪
少し綺麗にまとめすぎな所もありましたが、「ステップ」って小説が泣けました！
新しい季節、暑くなってきて大変だと思いますが お元気でいてください。
失礼いたします・・・
Commented by 阿比留瑠比 さん （2010/04/10 20:48）
福田美緒様
こんばんは。
＞私、一応 元ラグビー部のマネージャーです（笑）
…そうだったんですか。それではいろんな事例をご存じなんですね（笑）。重松清氏の本は１０冊ほど読みました。独特の哀愁が
ありますね。
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