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カテゴリ： 安倍さん 

2008-07-10 この人きらいだ。 

2008-08-05 ウイグル問題。 みおは安倍さんを信じる。 これからも、いつの日か再起を祈っている。 

2008-08-13 これだけは絶対にゆずれない。 安倍さんが参拝してくれてうれしかったなあ。 

2008-09-09 「日本人よ ありがとう」 安倍さんは志半ばで、病気で倒れられたけど「戦後レジーム」は、絶対に壊さなきゃ…… 

2008-09-19 最近思った。 みおだったらひいき目ぬきでも、安倍政権には７０点は余裕でつける。 

2008-10-05 もう待てない！！ 安倍さんや拉致議連の先生方、家族会のみなさんは、現行法で出来る全てのことを…… 

2008-12-10 いいお天気の水曜日♪ あのころ安倍さんを批判してた 保守文化人たちには、この違いはわからないだろう。 

2009-01-04 あなたがいたから・・・ 「保守」とは何か、「美しい国日本」を作るために体を張って戦ってくださった 安倍晋三先生 

2009-01-11 相変わらず、しぶといねぇ（笑） しかしこのときの、安倍さんの迫力、強さは みおは今でもはっきり覚えている。 

2009-02-22 感情的で何が悪い！ 被害者救出に熱心な安倍さんを始めとする方々 を「感情的な対応」といって非難してたのは、 

2009-02-28 ななちゃん ゲレンデデビュー！！ 「ＷＩＬＬ」で、安倍さんと対談してくれないかなぁ・・・ 

2009-03-29 品の無い対応。 そんなことより早く、週刊文春の記事が事実だという証拠、安倍事務所が提示した…… 

2009-04-04 みおのゆめ 講演会もいいね～  安倍さんとお話したい（笑） 安倍さんはミオにとって…… 

2009-04-15 からっぽミオさん♪ もう１度でいいから安倍総理の姿をみたい！！ そしたら田母神防衛大臣だな（笑） 

2009-05-03 活字中毒女。。。 正論は、トップで安倍さんの素晴らしい論文。うれしかったなぁ・・・ 

2009-06-21 戦うビジネスマン！！ 安倍総理・・・（笑） 一緒に戦後レジームの問題点について語り合いましょう！！（笑） 

2009-08-16 鎮魂 風化招く代替施設 （１６日産経新聞 引用） 

2009-08-22 教員免許更新制 実施を強調 （８月２２日 産経新聞引用） 

2009-08-23 そのとおりです！！ よくぞ言ってくれました（笑） 安倍元総理 ２２日北海道音更町での街頭演説で…… 

2009-09-12 不思議な病院の美少女♪ みおが安倍さんを好きなところは、現実を踏まえた上で 理念や信念の軸がぶれない 

2009-09-13 「日本人よありがとう」を読みながら、外国人参政権問題を考える。 

  よく、安倍政権と似てるって記事を見ますが、一緒にしないでください（笑） 

 

カテゴリ： 田母神さん 

2008-11-27 長い間、おつかれさまでした。 みおは絶対、たとえ一人になっても、田母神さんを擁護する。 

2008-11-29 ハード＊ワーク♪ 「田母神さんの論文を支持する人が 視聴者アンケートで６割だって！！」と、 

2008-12-10 いいお天気の水曜日♪ 田母神さんに、ちゃんと退職金が支給されてよかった！ 

  みおは 田母神さんの件は、相当怒ってる！！ 

2009-01-04 あなたがいたから・・・ 素晴らしい論文を書いてくれた 田母神俊雄 前航空幕僚長  

2009-02-01 おばあちゃんと、金先生。 みお 大賛成です！ 田母神さん、渡部昇一先生に続いて 私、金先生大尊敬＊ 

2009-02-28 ななちゃん ゲレンデデビュー！！ 田母神さんだったら ホステスには大人気だろうなって思います(笑） 

2009-03-29 泣かせるなバカヤロウ！！（笑） よっ！田母神節♪ 

2009-04-15 からっぽミオさん♪ もう１度でいいから安倍総理の姿をみたい！！ そしたら田母神防衛大臣だな 

2009-05-03 活字中毒女。。。 ストーカーのように田母神さんを攻撃しまくってる 

2009-05-14 病室の窓から・・・ 元気になったら、田母神さんの講演も観にいきたいなあ(笑） 

2009-05-19 やっぱミオは、甘ったれだった☆ ひいおじいさまの名誉を守るためにも、みおは田母神さんの考え方を支持 

2009-06-20 同情するなら、冷やっこをください(笑） 田母神さんは、みおにとっては めっちゃおもしろい いとこのおじさんってイメージ 

2009-07-10 痛みに耐えて、いっぱい泣きました。。。 みおのまわりの女の子 み～んな田母神さんのファンですよぉ・・・ 

2009-08-01 ななちゃん、センスいいねぇ☆ 「教育は 最初は強制！！」 みおと田母神閣下の意見が一致しました♪ 

2009-09-26 おやすみなさい☆ あの防衛大臣おかしいよ。確か田母神さんが国会に呼ばれたとき、 

 

カテゴリ： 金 美齢さん 

2009-01-04 あなたがいたから・・・ 産経新聞 阿比留瑠比さん、金美齢先生 渡部昇一先生 櫻井よしこさん、小野田寛郎さん 

2009-02-01 おばあちゃんと、金先生。 金美齢先生をテレビで拝見したり、著作を読ませていただくと、みおは、亡くなった…… 

2009-02-08 こんな日曜日の過ごし方♪ 金美齢先生も きっとそう言うでしょう（笑） 

2009-05-12 今日のミオ！ みおは、１２０％ 金先生の意見に賛成します。 

2009-09-04 分相応の女の子☆ みお、金美齢先生とお話してみたい！！ 弟子入りしたいなあ(笑） 

2009-10-01 未来のこどもたちへ・・・ 金美齢先生だいすき。 あとがきの文章は思わず、目頭が熱くなりました。 

2009-10-11 秋 みおがいるよ♪ 金美齢先生の事務所より、ブログのほうに励ましのメールをいただきまして感激しました。 

2009-10-18 夜中に体をかじられた・・・（笑） 金美齢先生がよくする、日本のパスポートがどれだけ恵まれてるかって話。 
 

カテゴリ： 阿比留記者 

2008-08-13 これだけは絶対にゆずれない。 阿比留さんのブログの今日のエントリー。よかった(笑）  

2008-08-22 考え方、かみあわないだろうなあ・・・みお、上杉さんも悪い人じゃないと思うけど、阿比留さん支持デス(笑） 

2009-01-04 あなたがいたから・・・ 

2009-01-11 相変わらず、しぶといねぇ（笑） 阿比留さん、調べてくれないかなあ？（笑） 

2009-02-08 こんな日曜日の過ごし方♪ 今日の 尊敬する阿比留さんのブログの内容には、ひさびさ みおの血が…… 

2009-03-29 品の無い対応。 みおは阿比留さんを支持する。 

2009-08-16 鎮魂 風化招く代替施設 （１６日産経新聞 引用） 

2009-09-18 腹八分目でいいから、食べてみたいの♪♪ 阿比留さんが、ＮＨＫで全国放映されてた鳩山総理大臣の 就任記者会見で 
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カテゴリ： 社会、事件 

2008-08-01  高校野球を美化しすぎだ。 

2008-08-09  海猿 

2008-08-24  オリンピック。 

2008-09-28  よくぞ 言ってくれました！！ 

2008-10-11  みお逮捕される(笑） 

2008-10-30  庶民を気取る○○（笑） 

2008-12-26  インフルエンザがやってきた・・・ 

2009-01-17  手をつないで・・・♪ 

2009-01-27  １０代を振り返ってみる。 

2009-02-13  香水デビュー＊＊ 

2009-02-15  もう一人のお姉ちゃん。 

2009-03-01  卒業式の思い出♪ 

2009-03-11  ミオと、ビールと野球観戦☆ 

2009-03-18  ママ、お誕生日おめでとう☆ 

2009-03-26  みおもまた、走りたいです♪ 

2009-06-13  親の背中を見て育つ♪ 

2009-06-20  ダンス ダンス ダンス！！ 

2009-07-12  いつか子供に見せてあげたいな☆ 

2009-07-26  お友だちになってください＊＊ 

2009-08-07  悲しい知らせ。 

2009-08-11  ななちゃんの夏☆ 

2009-08-14  シアワセの風～ 

2009-08-16  コーラの海☆☆ 

2009-08-18  砂浜のプリティーガール♪(笑） 

2009-08-28  トイレがライバル！！ 

2009-09-07  愛と憎しみ★ 

2009-09-09  女の子は、脚が命なのにさ・・・(笑） 

2009-09-30  今朝思い出した、子供のころの気持ち♪ 

 

カテゴリ： その他 

2008-06-22 一年前の今日。  

2008-07-09 最近のみお  

2008-07-16 現実をうけとめよう☆  

2008-07-26 お部屋探しは、まだまだ続く・・・・  

2008-08-02 まだまだ美紀姉ちゃんには かなわない☆  

2008-08-02 あしたで半年  

2008-08-06 骨を分けてほしい(笑）  

2008-08-08 おばあちゃんありがとう。  

2008-08-27 ママとサザンと、衝撃事実発覚！！(笑）  

2008-09-03 テーピングの絆★☆★  

2008-09-04 ママはちいさな子供に戻った☆  

2008-09-06 回転寿司デビュー！！！  

2008-09-26  腹黒い女！！  

2008-10-03  みお。奈々ちゃんのママになる！！  

2008-10-05  いい女の定義☆  

2008-10-07  ママ☆ めっちゃ美人さんだョ♪  

2008-10-09  最近のみおんち☆  

2008-10-11  おでん今年初挑戦！！  

2008-10-12  運動会のヒロイン☆  

2008-10-24  みおの恩返し。  

2008-10-25  ミオの体から、いつのまに脂さんが溶けていなくなった。 

2008-10-29  睡魔に惨敗。。。 

2008-10-31  ハイテンション☆ 

2008-11-01  深夜のファンレター♪ 

2008-11-03  ミオも愚痴るぜ☆ 

2008-11-05  潮の匂いがする田舎娘♪  

2008-11-07  逢いたくなった時には、もういない。。。 

2008-11-09  みおが育った場所♪  

2008-11-09  みお 餃子と格闘！！  

2008-11-09  鹿のパワーで、ママを治してください☆  

2008-11-13  みおちゃん今日もがんばった！だれか褒めてョ♪ 

2008-11-18  ミオ＊気を引き締める！！  

2008-11-20  みお＊部屋が欲しいョ！！  

2008-11-24  みおちゃん ラグビーだいすきだ♪  

2008-11-24  ダンシング＊ガール♪  

2008-12-03  みお＊まだまだやせる♪  

2008-12-04  １２年前の、夏の記憶！！  

2008-12-17  決戦の土曜日！  

2008-12-19  勝つことのみが善である！  

2008-12-26  昔を思い出したぜ♪  

2008-12-28  茨城をなめんなよ（笑）  

2009-01-04  死ぬかと思った！  

2009-01-06  みおちゃん撃沈。。。  

2009-01-08  悪霊さんと、上手におつきあいする方法♪  

2009-01-10  なんだよ！！このスタートは(笑）  

2009-01-11  退院したら食べたいもの♪  

2009-01-11  おめでとう☆  

2009-01-14  ミオは平成生まれです！！(笑）  

2009-01-18  明日は勝負だぞ☆  

2009-01-22  禁断の食べ物♪  

2009-01-23  青春の影・・・♪  

2009-01-25  １９才ラスト ７DAYS♪  

2009-01-30  楽しく熱く、そして悲しくて辛かった、１０年間だったと思うのです☆ 

2009-02-01  みおの日だぁ♪（笑）  

2009-02-04  みおは強いと、暗示をかける☆  

2009-02-05  最後のロッカールーム・・・  

2009-02-06  病室に、ひきこもってダイエット（笑）  

2009-02-07  ママ、産んでくれてありがとう☆  

2009-02-10  強い絆を、確かめあったのだ（笑）  

2009-02-12  まだまだ、これから！！  

2009-03-04  ハタチの憂鬱・・・（笑）  

2009-03-05  闇の食事を食べ続けよう。。。  

2009-03-08  絶不調のミオさん＊＊  

2009-03-13  ドント・ウォーキング☆☆  

2009-03-15  久しぶりに、エコーズを聴こう！  

2009-03-15  みおんちへ帰ろう☆  

2009-03-22  ☆ｓｌｅｅｐｉｎｇ ｇｉｒｌ☆  

2009-03-29  みおの愛するひと☆  

2009-03-29  また会おうね。  

2009-04-01  スタートラインを逆走してるのだ♪  

2009-04-02  心が痛い、タラレバ話。。。  

2009-04-05  静かなる誓い☆  

2009-04-09  新しい生活が始まった♪  

2009-04-12  私が先です！！  

2009-04-19  ミオ いい名前だ！！  

2009-04-25  おなかすいたよぉ～ ミオ溶けちゃうよ・・・  

2009-04-26  リハビリに挑戦してみた♪  

2009-04-28  もうすぐ５月♪  
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2009-05-01  ＧＷの思い出♪  

2009-05-03  ミオはなにをやっているのだろう・・・☆  

2009-05-03  恋におちて  

2009-05-10  みずき結婚おめでとう☆  

2009-05-11  ママと再会！  

2009-05-16  不良患者ミオ☆  

2009-05-16  今夜は覚悟しなきゃ！！  

2009-05-17  焼肉パーティ！！  

2009-05-30  ５月を振り返って。  

2009-06-02  強いガールになりたいです☆  

2009-06-05  おばあちゃんさようなら。。。ありがとう☆  

2009-06-06  おなかすいた～(笑）  

2009-06-07  無気力相撲に罰金だぁ！！  

2009-06-11  ♪～あなたは右に、わたしは左に・・・振り向いたら負けよ(笑） 

2009-06-13  ♪～ケンカをやめて、２人を止めて・・・私のために 争わないで～（笑） 

2009-06-13  もうだめだ☆  

2009-06-14  １１年前のダンシング＊ガール♪  

2009-06-20  父の日ありがとう☆  

2009-06-23  みおちゃんピンチです・・・  

2009-06-27  さよなら ２０歳の６月さん♪  

2009-06-28  小さな恋のメロディ。。。♪  

2009-07-01  ６月の宛名書き、９２４枚書いたョ♪  

2009-07-03  みおちゃん、コケてばっか♪  

2009-07-05  夏なのに。。。  

2009-07-09  小さな織り姫ちゃん☆  

2009-07-12  ☆みおちゃんって、どんな声してるの♪  

2009-07-12  パラダイスひとりぼっち♪  

2009-07-14  プール開きしませんか？（笑）  

2009-07-16  私をサイゼリヤに連れてって☆☆  

2009-07-18  ♪・・・大人の階段昇る～ 君はまだ、シンデレラさ☆ 

2009-07-20  日曜日のうなぎ。 

2009-07-22  そんなんじゃ、しあわせはやってこないョ！！ 

2009-07-25  ♪～お前がハタチになったら、思い出話で飲みたいものだ・・・ 

2009-07-28  ＭＩＯ製氷所☆ 

2009-07-31  ♪～空っぽのおもちゃ箱みたい・・・ねぇ、みんなどこへ行ってしまったの？ 

2009-08-02  おなかすいた・・・ 

2009-08-04  ♪・・・海よ～ 俺の海よ～ 大きなこの愛よ・・・ 

2009-08-06  からだがかゆい☆ 

2009-08-07  ビーチボーイズ 最終回のこのシーンが大好き！！ 

2009-08-08  おかえり＊＊ ほのちゃん♪  

2009-08-12  食べ物の恨み・・・(笑）  

2009-08-15  ほっかほか。。。ミオちゃん☆  

2009-08-21  みお、いつもスランプ☆ 

2009-08-22  早朝の屋上で、人生について考えてみた☆ 

2009-08-23  ママに負けちゃう・・・（笑） 

2009-08-27  夏の終わりに・・・  

2009-08-29  不良患者になったらダメよ☆  

2009-08-30  花火大会の夜に☆☆  

2009-09-01  雨の日と月曜日は♪  

2009-09-03  恐怖の宣告。。。(笑）  

2009-09-05  一番最初のお客さんは君だった♪  

2009-09-06  改名騒動！！  

2009-09-10  秋の憂鬱。。。  

2009-09-15  ♪～みおを辿る物語・・・  

2009-09-19  内職から大金持ちへ・・・（笑）  

2009-09-19  湾岸暴走ガールズ☆  

2009-09-20  ヒロちゃん、ガイドさんお疲れさまでした☆  

2009-09-23  ミニーちゃんがやってきた！！  

2009-09-23  ミニーちゃんがやってきた！！  

2009-09-25  みおサンタになる。  

2009-09-27  愛はプライドより強く♪  

2009-10-03  憧れの背中・・・☆☆  

2009-10-03  浴衣の上に、1枚羽織りましょう＊＊  

2009-10-03  お月さまはきっと あの人と繋がってるのさ☆☆ 

2009-10-04  サンタさん仮採用・・・ 
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2008-07-10 この人きらいだ。 

自民党の加藤紘一元幹事長は、日本ＢＳ放送の番組に出演し 

 

・・・・２００２年に、拉致被害者５人が一時帰国した際、（日本政府の方針で、戻さないことを決めたが） 

国家と国家の約束だから戻したほうが良かった。 

安倍さんを中心に、(北朝鮮に）帰すべきではないとなったが、その辺が今、日朝間で打開できない理由だと思う。 

戻していれば現状のようにはならなかったはず。「また来てください」と何度も何度も交流していた。 

一度帰せば、平壌は殺してしまうのではないかと言われたが、そこが安倍さんとの外交感覚の差だ。 

そんなことが出来るはずがない・・・・（要約） 

加藤氏の「北へ返せばよかった｣発言にツッコミをいれる  

 

うわぁぁ～ もともと反吐が出るぐらい、みお大嫌いな男でしたが、こいつ超ムカツク(笑） 

 

また、キムジョンイルを、「あの国では一種、天皇陛下みたいなポジションの人物」とまで言っている 

あのぅ・・・国家と国家の約束と言うけれど、日本政府は今まで一度たりとも約束があったとは認めてませんけど・・・ 

被害者のみなさんは、自らの意思で日本で暮らして、子供たちを待つと決心されたのだ。 

 

加藤さんはどうやら 安倍前総理が憎くて憎くてたまらないようですが(笑） 

安倍さんは当時官房副長官。当時の安倍さんに、拉致問題で全権を任されて自由に決める権限があったとでもいうのだろうか？ 

｢北朝鮮の監視下で、被害者が自由な意思を表明できるはずがない。国家の意思として、 拉致被害者のみなさんを北へ帰すべ

きではない」 

と、安倍官房副長官は小泉総理に進言はしたけれども 

最終的に被害者のみなさんを北朝鮮に帰さないと判断されたのは、小泉元総理であり 

２０年以上待ち続けて、やっと帰ってきてくれたわが子を、何があっても北に帰すものか 

というご家族のみなさんの親としての当然の思いに、大多数の日本人は賛同したのだと思います。 

 

これはみおの推測だけれども、あの時もし、５人の拉致被害者のみなさんがまた北朝鮮に帰ってたら 

ふたたび日本の地を踏むことは無かったと思う。これはもう断言できる。 

向こうで記者会見をして 世界中のテレビに流される中、 

「将軍様の庇護のもと、北朝鮮で家族と幸せに暮らしております。今までどおり北朝鮮で暮らすことを決意いたしました。 

日本がわが国との過去を清算し、国交正常化をすれば自由に往来もできるし、 

お父さんお母さん、一度、北朝鮮へ逢いにきてください。孫も待ってます」 とでも言わされていたと思います。 

そうなれば、拉致被害者の帰国 奪還という正当な行為は、北朝鮮はもちろん 

日本国内の左翼、リベラル勢力から、「本人の意思を無視する行為。家族の絆を引き裂くな。」 

なんて言われていただろう。 

 

加藤というこの国会議員や、北朝鮮に融和的で国交正常化を目指す「国交正常化議員連盟」 

のような連中には、人間としての情や熱が欠けているのだと、みおは思います。 

冷血なヘビみたいな連中だよ(笑） いや、こんなこと言ったらヘビがかわいそうだ。 

そんなに急いで国交正常化して、どんな利点があるというのか 

安倍さんの「拉致の解決なくして国交正常化なし」が、どうして「幼稚」なのか。 

まったく素晴らしい「外交感覚」ですね加藤先生。 バーカ(笑） 

 

 

2008-08-05 ウイグル問題。 

今話題になっている、ウイグルの少数民族の方々の暮らしについて、昨日録画しておいた「NEWS ZERO」を見る。 

みおは、恥ずかしながら・・・チベットという地域の成り立ちについては、頭に入ってたつもりだったけど 

ウイグル自治区という地域や そこで暮らす人々については５月に安倍前総理が、中国の胡主席が来日した際、食事会で直接、

中国に不当逮捕された、日本に留学途中で一時帰国していた ウイグル人男性の釈放を求めたというニュースを聞くまで、まった

く知りませんでした。 

 

中国に併合、いや侵略されて弾圧されてこそいるが、お顔は、アジア人というよりは、はるかにイスラム圏の方々に近くてびっくり

しました。 

チベットと同じく、漢民族を大量に移住させて、宗教も文化や言葉も 奪うという方法で弾圧されていて 石油資源も、中国が独占

し、ウイグルの方々のもとには、まったく利益や恩恵がまわってこないそう。 

世界ウイグル会議日本代表 イリハム・マハムティ氏に聞く  

ウイグルが話題になっているので、核について少し  

 

キャスターの村尾さんが、「でもあらゆる理由があったにせよ、テロという方法はいけない」と、仰っていましたが、 

みおは村尾さんは、筑紫哲也さんや、「NEWS２３」の人たちに感じる嫌悪感(笑）は全く感じませんが・・・ 
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少し、平和な日本で、１段高いところからの奇麗事、偽善のように、正直感じてしまった。 

オリンピックで世界中の注目が集まる今だからこそ、中国に弾圧されてる現実や自分たちの国の歴史を、世界中に訴えるため、

テロをしなければならない状況なのではないかと？ 

 

今の｢お友達の嫌がることはしない」なんて、堂々という総理大臣と違って(笑） 

安倍さんは、「異なる意見でも、ぶつけ合うのが外交」と言ってた。 

５月の時も、ワイドショーの連中は、｢ウイグル？ どうせ安倍が、注目を浴びたくて発言したんだろう」とか 

「ＫＹ発言」なんて言った人や新聞もあったなあ。 

朝日はスルーしやがったし(笑） 

 

みおは安倍さんを信じる。 これからも、いつの日か再起を祈っている。 

今まではたった一年の退陣を悲しんでいましたが、これだけ理念もあって、国のためにしっかり働いた 

方が日本のトップだったことに、みおは今は感謝と誇りすら感じます。 

 

 

2008-08-13  これだけは絶対にゆずれない。 

ひいおじいさまは、おばあちゃんに、お父さんに会いたかったら、九段の靖国神社に来なさい。 

いつでも見守ってるからね。と、戦地から、お手紙を送ってきたそうだ。 

みおが、中学生のとき、実際にお手紙を 何通も見せてもらって その文面から伝わる優しさと、愛情の深さに 感動して泣いてし

まったことを、今でもよく覚えてます。 

 

みおのひいおじいさまだけではない。様々な本を読めば、多くの、あの時代を必死に生きた人々が 母親や、兄弟や恋人、残して

ゆく人々に対して、 

「今までありがとう。自分は国のために戦って先に行くけれども、どうか元気でいてください。 

靖国神社で待ってます。九段に会いに来てください」と、書き残している。 

 

ところが・・・６０年以上たった現在。 靖国神社を戦争の 悪の象徴のように言い 

国のトップが国のために戦った方々を、節目節目で慰霊し、敬意を表すことは 他国ではどこの国でもやっている国際常識である

のに、総理大臣の靖国参拝を批判し、政治運動に利用している勢力や、新聞があるのだ。 

 

したり顔で、そういう人たちは言う。 

「靖国神社には、Ａ級戦犯が祀られてるから、総理大臣が参拝することは、戦争を反省していないことになる」 

ああ・・・無知というのは恐ろしい（笑）  

 

昭和２７年 ４月２８日にサンフランシスコ講和条約が発効されて 戦争状態が終結すると 

国会はただちに、連合国によって戦犯とされた人々の名誉回復に取り組んで、 

昭和２８年 ８月には、全会一致で「遺族援護法」を成立させ、 

戦犯とされた方々も、「国内法では罪人とみなさない」 として 

戦争で亡くなられた方々と同じように、遺族年金 忌慰金も支給され 一般の戦没者と同じように 

「昭和殉難者｣｢法務死」として名誉を回復された。 

 

社会党の堤ツルヨ衆院議員。 

「戦犯とされた方々の遺族は、国家の補償も受けられないでいる。 しかも英霊のみなさんは靖国神社の中にさえ祀ってもらえな

い。このことを大変憂いております。」 

土井たか子さん 福島みずほさん、社民党のみなさん あなたたちの先輩のご発言ですよ。 

自分たちの党の歴史と、何を発言したかぐらい、覚えとけって(笑） 

 

このころ、他国に収容された方々や、国内の戦犯とされた方々を釈放せよ という一般市民の署名は 

４０００万名にものぼったそう。間違いなく当時の方々は、連合国によって「戦犯」などとされた人々に 

しっかり敬意を表していたんだって、みおは感動しました。 

 

この事実よりも、馬鹿なみおの、高校生の授業で習ったレベルでも、 

講和条約が結ばれた時点で、捕虜は釈放されて、戦争裁判の効力は無くなる 

いわゆるチャラになるというのが、国際社会の常識なのだ。 

Ａ級戦犯とされた方々は、死刑となった方もいるし、みな刑期をまっとうされて責任をとられた。 

刑罰が終了した時点で、受刑者の罪は消失するのが、まともな国家の考え方なはず。 

もう犯罪人ではない。それでも犯罪人と言うのなら、そんな国は民主主義国家じゃないよ。 

 

ましては・・・・戦勝国が自らの戦争犯罪は棚にあげて、日本のみを「事後法」で裁いた 
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リンチ 報復裁判と言ってもいい「東京裁判」の判決だし。 

外国人が言うならともかく、日本人でもありながら、自分たちの世代が偉そうに 現代の解釈で 

過去の時代や人々の評価や歴史判断をしたり そういうやつら虫酸が走る。 

 

そうすると・・・・Ａ級戦犯は分祀すべきだ という意見も出てくる。 

あの・・・祀られてる英霊の方の魂を、どうやってすべて、他の神社に お引越ししてもらうんでしょうか(笑） 

無知にも程があるね。 骨が埋められてるとでも勘違いしてるんじゃないの。 

お前たちは連合国が決めた戦犯なんだ。ここに祀られる資格はない・・・など 

ぬくぬくと生きてる現代の人間に 誰一人言う資格はないと思います。 

 

靖国神社を弱体化させたい連中は、無宗教の国立追悼施設を作って、誰もがわだかまりなく参拝できるようにするべきだ。 

っていうのも、一見正論にみえて、実は偽善に満ちてると、みおは思う。 

無宗教で、どうやって、英霊を祀るんでしょうか？亡くなった方々の霊や魂を信じるという、前提があって 

はじめて追悼って言えるんじゃないですか？ 

追悼するのに、なんの宗教儀礼もしないの？そんなところに どうやって魂が宿るのかなあ？(笑） 

ばかばかしい。勝手に石をたてて、お墓ごっこしてる小学生と同レベルだ。 

 

朝日新聞は、靖国神社に総理大臣が参拝することは、アジアの人々が悲しむと言うけれど 

中国韓国 北朝鮮以外で、激しいトーンで参拝を批判した国など、みお聞いたことがない(笑） 

ほとんどの国は、｢当たり前の行為だ」と理解を示してくれていると聞く。 

むしろ、靖国神社を、自らの思想のために利用してるのは、朝日新聞なんじゃないの(笑） 

昭和６０年までまったく存在しなかったらしい ｢靖国問題」を ここまで大きくしたのは 

朝日新聞と、社会党だと、多くの方が指摘していたのを何回も読んだ。 

いつものことながら、まったくもう・・・(笑） 

 

何度でも言おう。戦争で命を落とした方を、参拝したり敬意を表すことは、「戦争を美化している｣のではなく 

どこの国でもしている当然な行為であり 

外国のかたがたの意見によって、総理大臣や日本人が 行ってはいけない場所などあっていいはずがない。 

他国が口を挟む筋合いじゃないのだ。 

ましては、国のため 「公｣のために命を落とした方々を 国民の代表である総理大臣や国会議員が 

｢私的｣にしか参拝できない。 独立国家なのに、こんな屈辱的なことがあっていいはずがない。 

 

今年はママの介護があるから、ひいおじいさまには逢いに行けなかったけど 

ひいおじいさまの、可愛い孫のママが元気になったら、 

みお、靖国神社に逢いにゆくからね。 

ひいおじいさま。みおがんばります。 ママに力をください。お願い助けて！！(笑） 

ゆっくり休んでください。 

 

阿比留さんのブログの今日のエントリー。よかった(笑） 安倍さんが参拝してくれてうれしかったなあ。 

当然のことだけど、やっぱ、さすがだ(笑） めったに人を信じない、みおが信じた人だけあるな(笑） 

 

 

2008-09-09  「日本人よ ありがとう」 

「日本人よ ありがとう」   ラジャー ダト・ノンチック 

 

かつて日本人は、清らかで美しかった。 

かつて日本人は、親切でこころ豊かだった。 

アジアの国の誰にでも、自分のことのように 一生懸命つくしてくれた。 

 

何千万人もの人のなかには、少しは変な人もいたし おこりんぼや わがままな人もいた。 

自分の考えをおしつけて、いばってばかりいる人だって、いなかったわけじゃない。 

 

でも、そのころの日本人は、そんな少しのいやなことや不愉快さを超えて 

おおらかで真面目で、希望に満ちて明るかった。 

 

戦後の日本人は、自分たち日本人のことを 悪者だと思いこまされた。 

学校でも、ジャーナリズムも そうだとしか教えなかったから。 

まじめに 自分たちの父母や先輩は  

悪いことばかりをした 残酷無情な ひどい人たちだったと思っているようだ。 
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だから、アジアの国に行ったら ひたすら ぺこぺこあやまって 

私たちはそんなことはいたしませんと、言えばよいと思っている。 

そのくせ経済力がついてきて 技術が向上してくると 自分の国や自分までもが、えらいと思うようになってきて 

うわべや口先では、済まなかった悪かったと言いながら ひとりよがりの 自分本位のえらそうな態度をする。 

 

そんな今の日本人が心配だ。 

本当にどうなっちまったんだろう。 日本人は、そんなはずじゃなかったのに。 

本当の日本人を知っている私たちは、今はいつも歯がゆくて くやしい思いがする。 

 

自分のことや、自分の会社の利益ばかり考えて、 

こせこせと身勝手な行動ばかりしている ヒョロヒョロの日本人は これが本当の日本人なのだろうか 

自分たちだけで集まっては、自分たちだけの楽しみや ぜいたくにふけりながら 

自分がお世話になって住んでいる 自分の会社が仕事をしている 

その国と国民のことを 蔑んだ目でみたりバカにしたりする 

こんなひとたちと 本当に仲よくしてゆけるだろうか 

 

どうして どうして日本人は こんなになってしまったんだ。 

                                         １９８９年４月 クアラルンプールにて 

 

・・・・・読んでいた本に載っていたこの詩を読んで、みお、感動もしたけれど、 

反省したり、考えさせられたり とにかく衝撃を受けた(笑）  

ラジャーさんは、日本で学び、祖国に帰って 対共産ゲリラ戦に参加 

その後、マレーシアの政治家になられたそうだ。 なんだか読んでて みお素直にうれしかった。 

 

「平和」という綺麗な言葉ばかり追いかけて 戦前を、まるで自由も人権もなかったような色眼鏡でみたり 

現代の歴史解釈で、過去の日本を批判し 

国のために戦って 命を落とした方々を、「犬死だ」とか 「戦犯」なんて呼んだり 

６０年以上たっても責任を押し付けたり・・・戦後の日本人は、経済は発展したけれど  

間違っていたのではないか 大切なものを失ってしまったのではないかと思いました。 

安倍さんは志半ばで、病気で倒れられたけど「戦後レジーム」は、絶対に壊さなきゃならないと みお思う！！ 

 

 

2008-09-19  最近思った。 

やっぱ、石原都知事さんは みおさすがだと思う（笑） 

 

先週の記者会見で、「安倍、福田と２代続けての 政権投げ出しだが・・・」という質問に 

 

「全然違うよ、それ。 安倍君はね、気の毒ですよ。あれ本当はね、壇上で倒れたらよかったんだけどね。 

本当にかなり深刻に健康が悪かったんだ。 だから無理して、壇上で倒れてたら 

みんな納得してたんじゃないですか？ 福田さんのは全然違う。形としては印象は似てるかもしらんけど。 

安倍君には言葉もあったし、理念もあったよ。 やるべき仕事もしたしね。 

足りないところもあったけど、やる気もあった。」 

 

奈々ちゃんがよく、ニュースとかで キャスターとかがしたり顔で言う、お決まりの「２代続けて～」のあとに  

みおに よく言う。 「安倍さんとは、ぜんぜん違うのにね！」って。   

みおのまわりの人は、お父さんも含めて ちゃんとした大人も 

安倍さんを悪く言う人はまずいない。 だから世間の「安倍評」には、なにかうさんくささと、 

フェアじゃない 事実をねじ曲げた欠席裁判的な 「言ったもん勝ち」な匂いが、みおするのだ(笑） 

 

１年前の、あの屈辱は、みお思い出したくもないけど（笑） 参院選で大敗しても 続投を決意した安倍さんに 

当時のテレビや新聞は何て言っていたか？ 

「憲政の常道を理解していない」 「民意に反する許されない行為」 「権力にしがみついてる」 など・・・ 

それからずっと、９月１２日まで、やめろやめろと騒いでた連中が、 辞任したあとは 

「無責任な投げ出し」 「社会人としての常識も欠ける行為」 とまるで 正反対のことを言い出した。 

 

あの参議院での所信表明演説では、ヤンキー先生こと、義家弘介参議院議員が、 

「まるで小学生の学級崩壊レベル」と言ったほど、 私語とヤジの見るに耐えないものだったそうだ。 

「すべての拉致被害者の帰国を目指してまいります。」のくだりでは、野党席から 大笑いが起こった。 

民主党の最後部席の議員 梁瀬進 という男にいたっては、 立ち上がり 階段部分まで出てきて 

安倍総理に向かって指を指し、ヤジっていたことは、みおは今でも覚えている。 
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だいたい、「潰瘍性大腸炎」という国が指定してる難病が再発し、入院したあとも 

「身体の機能が衰弱し、とても職務は無理」と、いうお医者さんの会見もあった。 

大腸の内部が血液でただれ、激痛とトイレから離れられないほどだという。 

それでもまだ、そんな体調であっても、安倍さんに総理を続けてほしかったって、 

あんたたち、本当に思ってたんだろうな！(笑） バーカって感じだ。 

 

みおだったらひいき目ぬきでも、安倍政権には７０点は余裕でつける。 

「教育基本法改正、関連３法成立」 「防衛庁の省昇格」 「国民投票法成立」「公務員制度改革」  

北朝鮮への経済制裁、拉致対策本部を創って、「めぐみ引き裂かれた３０年」の版権を政府で買って、 

小中学校で放映してることとか、 中国残留孤児のみなさんに月額１５万６０００円を総理判断で支給を決定したこととか・・・・ 

 

就任１ヶ月で訪中し、歴代の政治家のように、中国に媚びたり妥協することなく 

主張することはしっかり主張して日中関係も改善した。 

 

横田早紀江さんも、「安倍さんは、本当によくやってくださいました。安倍さんが総理を辞めたのは残念でなりません。 

でもこのまま続けてたら 倒られてしまったかもしれない。今は静養のときです。  

きっとまた、力を貸してくれると願っています。 このままで終わる方ではない。そう信じております。」  

と「めぐみ手帳」という書籍のなかで述べられていた。 

 

古館とか、鳥越俊太郎や大和田獏とか 「我々国民の～」とか 「庶民の生活は～」とか言うたびに  

みお、ちゃんちゃらおかしいね。 あんたたちみたいな 反権力気取りと 一緒にされたくないんですけど(笑） 

何千万って貰ってるやつらが、庶民面するなって(笑） 

 

麻生さんが総理になって、安倍外相あるいは、拉致担当相 なんてないかなあ・・・(笑） 

みお的には、石波さんも言うことシブくて好きだ(笑）  

安全保障を語れない国会議員なんて存在価値もない。 何が｢生活が第一」だよって思います。 

生活なんて、みおは自分の力でなんとかするよ。  

 

 

2008-10-05  もう待てない！！ 

＜・・・人質事件の場合も、警察は最初「粘り強く」交渉してゆくだろうが、 

最終的に「人質にされてる市民の健康の限界」を考えて、強硬措置をとるのではないか？ 

北朝鮮というストレスの蓄積する土地で、誘拐された「被害者の健康」を考えると 

強硬な措置をとる時期に来ているのではないか？＞ 

 

拉致被害者家族会事務局長 増元照明さんのブログを読み、共感すると同時に 

いまだに同胞を救い出せない、日本の無能力さにあ然とし、申し訳なく思いました。 

安倍さんや拉致議連の先生方、家族会のみなさんは、現行法で出来る全てのことを やっていただけたと思います。 

でももはや「粘り強く」じゃなく、力づくでも奪還しなきゃいけない時だ。 

 

今日は横田めぐみさんの４４才の誕生日。 もう待てない、いいかげんご家族の為にも待てないのだ。 

みおは、軍事的な奪還というのも、普通の国家だったら考えるのが当然だと思う。 

拉致は、「人権の侵害」だけじゃなく、「国家主権の侵害」なのだ。 

これをはっきり言える政治家や評論家が あまりにも少ないのが信じられない。 

 

力ずくで奪っていった相手に、力で取り返さなくて、どうして救出できるのだろう？ 

もちろん対話も大事だろう。 しかし、それでも結果が出なければ、奪還しなければ 

高齢で、日本で待ち続けるご両親はやがて亡くなってしまう。 

たとえ話は好きじゃないけど、誘拐犯相手に 警察は、ただ交渉ばかりするだろうか？ 

交渉しながら 裏では着々と準備して いざというときには救出に入り 犯人を検挙するはず。 

なにより、数百人という同胞が、今も助けを待っているのだ。 

 

何度でも言おう。憲法９条があったから、日本が戦争に巻きこまれなかったのではなく、 

アメリカが日本に基地を持ち 自衛隊のかたがたと一緒に守ってくれたから、 

戦後、日本は経済的な発展のみ追い求めてればよかったのだと思います。 

 

しかし、独立国家として 国を守るっていう当たり前の行為、安全保障をおろそかにした結果 

たくさんの若者の青春も夢も、北朝鮮によって奪われた。 

なにが、「諸国民の公正と信義に期待して・・・」だよって思います。 
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ばかばかしい。その「諸国民」ってどこの国を指すのかしら(苦笑。。。）  昔の政治家の罪は重いよ。 

 

自衛隊の方の待遇 名誉を もっともっと向上させて、万が一殉職されたら、靖国神社にお祀りできる 

そしてご家族の方々の生活を 一生 国が責任もって面倒をみる。 

そんな当たり前の国家に変わってくれることが前提で、 

自衛隊のかたがた、アメリカ軍のかたがたに、日本の拉致被害者の救出 奪還のために戦っていただきたいです。 

みおは 心からそう思います。 そのためなら、いくら税金高くなってもいいよ。 

拉致問題こそ、日本の最重要な問題だ！！ 

何が格差だよ！ 好き嫌いせず、必死になれば１５，６万稼げる仕事に溢れた日本で、笑わせるなって！(笑） 

 

 

2008-12-10  いいお天気の水曜日♪ 

昨日は、炊きこみご飯、ポトフ、サバの味噌煮、やきとり各種、茶碗蒸し、めかぶサラダを作った。 

なんだか、和食レストランのランチメニューみたいだなあ（笑） 

ヒロちゃんや、奈々ちゃんが 美味しいって褒めてくれてうれしかったです。 

ママも、若干 量は少なめだけど完食！！ みおは１０分で食べる☆  

おなかすいてると 早食いになるのさ(笑） 

 

お店は１年で１番忙しい時期！！ 今さらながら、開店当初も知ってるミオは、 

ここまで繁盛してくれたのが信じられない・・・・ ママと美紀ねえちゃんの、おかげ。 

みおの仕事なんて、無きゃ無いで、成立するもん、だから忘年会に使ってくれるのは嬉しい！！ 

お仕事も商売も、甘くないなあ・・・ 

 

奈々ちゃんが、ママをみてか・・・よく「看護の仕事 いいかなあ・・・」と言います。 

「みおちゃんみたいに、介護の仕事も興味ある」 って(笑） 

 

いやぁ・・・いいコ いいコ☆ いやいや、そりゃ、やばいって(笑） 

おじさんとおばさんのなかでは 大学進学は既定路線でしょう・・・みおの茨城の高校に行くのを許したんだって 

予備校行かないで、大学受験の勉強が出来て、かつ 田舎でのびのびできるから だもの・・・ 

まいったなあ(笑） おばさんに怒られちゃうョ。。。 

まだ２年あるけどさ＊＊ ななちん、２年になったら進路指導は厳しいよ～(笑） 

文系コースに行くのかな？ みおは、高２の夏で脱落しました・・・ 

あとは付け焼き刃で、なんとかしのいだぜ(笑） 

 

街中で、小さな女の子が お母さんと手をつないだり ママを大きな声で呼んでる姿をみると・・・ 

みお、胸がキュン。。。となります。  

ママ、出来ることなら、あのころに戻りたいね(笑） 

 

田母神さんに、ちゃんと退職金が支給されてよかった！ 当たり前だ。４０年以上 国のために尽くし 

常人には理解できないほどの厳しい訓練 任務をされてきた方を 

たかが政治家ごときに、退職金 老後の生活を奪う権利は無い。 

村山談話などというものは、閣議で決定しただけの 議会で可決した正式な法案でもなんでもなく、 

社会党の極左総理が、功名心でただ述べただけの なんら法的拘束力もないはずだ。 

時の政権の思想によって、その後の歴史観も憲法観も永久に縛られる 

それがどれだけ異常なことか・・・ホントに誰も気づいてないの？(笑） 

これこそ、あちらの方々がよく使う(笑） 「思想弾圧」じゃん。 

 

「要職にあるものの思想は ある程度制限されるべき」 という意見なら みおも理解できる。 

しかし・・・朝日新聞にそれを言う資格は無い。 

だったら、来年の春、卒業式入学式の国歌斉唱で 起立しなかった非常識教員を 

公教育の教員として 学習指導要領に従わないのは許されない・・・・って しっかり批判してくれるのかな？ 

そうゆうの、「二枚舌」 「ダブル・スタンダード」って言うんだよ(笑） 

 

みおは 田母神さんの件は、相当怒ってる！！ 

麻生総理は、保守だと思ってたが失望した・・・やっぱ、安倍さんとは違うね（笑） 

あのころ安倍さんを批判してた 保守文化人たちには、この違いはわからないだろう。 

 

ママと病院帰りに行った喫茶店の、新発売のアップルパイに感動した(笑） 

大人の味だぁ・・・ マスターすごいねぇ＊＊ 手作りっていいな。 
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今日はオムレツ！！ みおのオムレツ じゃがいもが入る♪ ドイツ風らしい(笑） 

めっちゃこってり、ハイカロリー(笑） 

ななちゃんは、３２００カロリーぐらい摂らないと、猛練習だし 足りないんじゃないかなあ・・・ 

成長期、青春ってすばらしい！！ 

早く、スクール☆ウォーズ 第７話が見たいョ １９８４年ってことは・・・土曜の９時だったみたいだし 

パパもきっと、観てたんだろうなぁ。 

 

さあ・・・ママをお風呂に入れて、シャワー浴びて、バイトに行こうっと。 

 

 

2009-01-04  あなたがいたから・・・ 

入院してたんで、４日たちますが、今やります！！ 

こうゆうの、やってみたかったんだよなあ・・・よくＣＤアルバムのブックレッドの最後のスタッフ紹介（？）の一番下に書いてあるよね（笑） 

 

みなさん２００８年 みおを支えてくれて、パワーをくれてありがとうございました。 

悲しいことも多かった 大変な１年でしたが 皆さんのおかげで、みお頑張って乗り越えられたョ。 

みおの大好きで大切な 尊敬する人たちです！！ 

会ったことある、ないは この際 関係ないぞ（笑） 

 

パパ ママ  みおの２人目のお父さん（笑） ヒロちゃん マキ みずき ラグビー部のみなさん。 

高校時代のお友達のみんな、 最近会えない（笑）愛犬リック。 

素敵な最高の３年間を送らせてくれた、みおの高校。 ななちゃんをよろしくね（笑） 

 

美紀姉ちゃん あやちゃん、お店のホステスのみんな、 

開店当時から支えてくれてる リュウさんを始め、従業員のみなさん。 

 

いつも笑顔をくれる奈々ちゃん おばさん、おじさん 寂しい思いをさせてすみません・・・ 

 

ダンススクールで 出逢った先生お友達、７年間の沢山の思い出。 

いつも優しい言葉をくれる、中学生の時から憧れの、みおに「生きる力」をくれた 光と熱をくれた あさ美ちゃん  

 

守るべき大切な文化 歴史、女の生き方を教えてくれた 凛とした、みおの大好きだったおばあちゃん。 

尊敬する、ひいおじいさま。 命をミオまで繋いでくれた 私の祖先 家族 親戚の皆様！ 

 

竹仲絵里ちゃん、慎司さん、馬場俊英さん、就職先の介護施設のスタッフ 入居者の皆さん、 

 

ＦＭＮＡＣＫ５、土屋滋生さん 澤美代子さん、あいざわ元気さん かおりん 

上柳昌彦さん、ａｉｋｏちゃん 上田昭夫さん 慶応義塾大学ラグビー部 宿沢広朗さん 

みおとパパとの思い出を作ってくれた 深夜放送の楽しさを教えてくれた、石川よしひろさん 

 

「保守」とは何か、「美しい国日本」を作るために体を張って戦ってくださった 安倍晋三先生   

「教育再生」の為に戦う義家弘介さん、尊敬する中山なりあき先生、 

「国を守る」ということを教えてくださった 日本を想う 

素晴らしい論文を書いてくれた 田母神俊雄 前航空幕僚長  

増元照明さん いつまでたっても拉致被害者の皆さんを奪還、救出できない情けない国ですみません・・・  

拉致被害者家族会、救う会のみなさん。 さかもと未明さん、西村眞吾先生 安明進さん 宮嶋茂樹カメラマン！ 

産経新聞 阿比留瑠比さん、金美齢先生 渡部昇一先生 櫻井よしこさん、小野田寛郎さん  

 

ふくだみお、２００８年 死ぬ気でがんばりました・・・・  

皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。 

 

なんだか小学校の、卒業式の言葉みたいだなあ（笑） 

２００９年のみなさんの幸せと健康を、みおはなによりお祈りしております。 

ありがとうございました。 
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2009-01-11  相変わらず、しぶといねぇ（笑） 

例の「女性国際戦犯法廷」を取り上げたＮＨＫのドキュメントが、 

安倍晋三 中川昭一両氏の、ＮＨＫに対する政治圧力によって 主催者側の望まない改変のされ方をした・・・ 

という、「今さら、その話題 まだやってんの？」 って、みおなんか思ってしまうけど（笑） 

 

ＢＰＯ（放送倫理、番組向上委員会）が、あらためて、不当な圧力 改変があったのか審議に入るという記事を読んだ。 

去年、最高裁で、主催者側のバウネット・ジャパンの敗訴が確定してる。 

もう、この問題が世間を騒がせてから ちょうど 4年になるのに、あらゆる手を使う 

あちら側の人たちの「執念」、「意地」には 

みお、敵ながら（笑） １８０度思想の違う、ぜったいに歩み寄れない人たちですが、 

まあ、たいしたもんだね。 

 

さて、みおの浅い知識で、記憶してる程度のことを振り返ります。 

連中の茶番劇に、真面目に付き合うつもりはありませんので、１００％正確とはいきませんが。 

 

２０００年、１２月８日から３日間。市民団体「バウネット・ジャパン」が 東京の九段会館で 

「女性国際戦犯法廷」という、簡単に言えば、「裁判ごっこ」をした（笑） 

戦時下の日本を糾弾するのはもちろん、一番の要は 昭和天皇を 

「天皇ヒロヒトを性奴隷の罪において、死刑に処する」 という判決をだし、その判決がでたとたん 

会場内は、歓喜の拍手と喜びの涙で、抱き合う人たちであふれたそうだ・・・・ 

 

朝日新聞は、他紙と比べても異常な割合で、この裁判を紙面に取りあげ 

この裁判をとりあげた、ＮＨＫのドキュメントが、放送直前になって、あまりにも偏向した内容だと言うことで 

ＮＨＫ幹部の自主判断によって、表現のきつい部分が削られた。 

 

２００５年の１月１２日。朝日新聞は 安倍、中川両氏が NHK 幹部を呼びつけ 番組改変の圧力をかけた。 

と大体的に報じましたが、何一つ 具体的な圧力の証拠を示せなかった。 

まあ・・・こんなとこでしょうか？（笑） 実にくだらない。ばかばかしいね（笑） 

 

まず、この裁判ごっこには、日本軍、昭和天皇を弁護する弁護士役の人間すら いなかったと聞いています。 

また、この裁判を、批判的なスタンスで取材しようとした産経新聞の記者さんは、入り口で 

屈強な男性に入場を断られた・・・と。 

検事役の人間には、北朝鮮の工作員、２００５年当時でも 日本への入国を禁止されてる男が担当していたそうだ。 

 

いつものことですが北朝鮮、韓国、朝日新聞、国内の反日勢力が繋がった、見事な連係プレーだこと（笑） お見事だね。 

 

１００歩譲って、思想の自由、集会の自由は みおも認めよう。 

だけど、所詮 裁判ごっこであり とても歴史に残るものとはいえない。 

 

意見の違うものは受けつけない。批判を認めない。 これだけで、この裁判が茶番であり 

天皇陛下を侮辱するのはもちろんですが、 

とても公共放送の番組として 許されるものではなく 削られるのは当然のことだ。 

 

ＢＰＯ（放送倫理番組向上委員会）という団体も、みおはなんか、うさんくささを感じる（笑） 

「ＷＩＬＬ」で、山口県光市の母子殺害事件で 孤独な戦いを続けていらっしゃる、本村洋さんが手記で 

この団体が、この事件の裁判にかかわった、いわゆる人権派弁護士たちの強い申し出によって  

「少年を取り上げたテレビ番組が偏向していた」 という結論を、判決前に出してきたことに不快感を表していました。 

美緒が思うに、こんなの最初から結論ありきの「出来レース」でしょ。 

どういう人たちで構成されているか知らないが、いわゆる反体制、リベラル系な思想の人たちで固められてるに違いない。 

阿比留さん、調べてくれないかなあ？（笑） 

 

こういう連中が、自分勝手な正義を振りかざすと 未来は危ない。言論の自由すら無くなるな・・・と感じます。 

人権擁護法案にも、そのうち繋がってしまうのではないでしょうか？ 

 

しかしこのときの、安倍さんの迫力、強さは みおは今でもはっきり覚えている。 

 

「まあ昔、サンゴ事件というのがありましたね。あの時も朝日新聞は 認めるまで３６日かかって 今、３０日ちょっと過ぎてますが

（笑） そろそろ、そういう間違いがあればですね。間違った点はちゃんと認めるべきだと思いますね。」 

 

「あの時社長は辞めたわけですから、そうすると安倍さんが今、おっしゃってるのは 朝日新聞の社長は 
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あと何日かでやめるべき。と聞こえかねないと・・・ 

これは、圧力とかいう議論をするとき、やっかいな事じゃないでしょうか？」 

 

「（あきれて） それは全然関係ない！！ 今のはとんでもない話ですね（笑）」 

 

「圧力を、どう受け止めるか・・・という ま、それは・・・」 

 

「この問題は 私が提示したんじゃなくて、１月１２日に書いたのは朝日新聞ですよ！  

書いた朝日新聞が、事実をちゃんと述べるべきだと・・・で、間違ってるんだったら、間違ってるんだったらですね。 

それを認めるべきだと言ってるのが、何で圧力になるんですか？（苦笑） 

そうなると 私はこれから、こういう問題については、何の反応もできませんね。」 

 

「（中略）・・・ですからたとえば、筑紫さんと考え方の違う人もですね。ちゃんと出して、それで公正な議論がされなければ それは、

まともな報道番組とは言えないと思いますよ」 

 

・・・・この時は、みお。 お店のテレビで見てた。 思わず拍手しちゃったもんね（笑） 

隣にいたお客さんが、「俺、アベは好きなんだよ。久々に骨のある、毅然としたマトモな政治家が出てきたね！ 

ソフトな口調で、きつい事、しっかり主張するのがいいじゃない」 って言ってました（笑） 

 

あとあと、報道ステーションで、加藤千洋さんと大激論になったとき、加藤さんが 

検事役の工作員と 「おかしいですね・・・私、一緒に食事したことありますよ」的な 間抜けなコメントしたときに 

安倍さんが あきれた微笑みを浮かべて 

「彼らはそうやって、マスコミの皆さんから取り入って 工作していくんです。 

まあ・・・加藤さんにはご存知ない世界だと思いますが......」 って反論したとこがよかったです(笑） 

 

しかし、あそこで勝ってしまった分、総理になられてからの 異常なまでのマスコミの 敵意を むきだしにした 

「反安倍キャンペーン」に繋がってゆくんだろうなあ。 

あちら側の連中を 初めて本気にさせた・・・ってトコでしょうか？ 

しかし安倍さん以外に、左翼、リベラル勢力と喧嘩できる まともな政治家が一体何人いるっていうんでしょうか？ 

みおが子供を生むころには、まともな日本に、普通の国になってほしいと思っています。 

 

 

2009-02-22  感情的で何が悪い！ 

みおは国歌斉唱で起立しない奴と、死刑廃止論の人とは どんなにいい人でも付きあえないと思ってますが(笑） 

江東区で起きた、若い女性が殺されてしまった事件で 木曜日 死刑判決が出なかったことには 裁判官の神経を疑ってしまい

ました。 いや、キレた！！ 

裁判員制度っていうのは、うさんくさくて 一般人が関われるとは思えなくて反対だったけど、 

こういう 世間常識からかけ離れた法律家に、したり顔で でかい顔されるよりは  

導入した方がいいのかなと思った。 

 

「首を突き刺すという行為は執拗なものではない」 「残虐極まりないとは言えない」 

「死体損壊状況を、過大には評価できない」  「わいせつ行為には至ってない」 「死に至るまでの 恐怖を与えたとはいえない」 

 

唖然としました・・・この平出喜一さんっていう裁判官、みおは人間として軽蔑するね。 

だったら、首を一突きではなく、すぐ死なないように 痛ぶり続ければよかったというのだろうか？ 

みおは国語は駄目だけど、執拗って、そうゆう意味ですよね？ 

 

また、前途ある、夢もあった 一生懸命生きておられた若い女性を殺害して、細かく切り刻んでトイレに流してしまう、ゴミとして廃

棄してしまう・・・・ 

これを残虐と呼ばない人間は、みおは冷酷な悪魔だと思います！！ 

また、わいせつ行為に至ってないと、死体の無い状況でどうして断定できるのだろうか？ 

 

｢永山基準」と過去の判例に、ただ従ってるだけでは、そんなの私だって 中学生だって裁判官になれるよ。 

「永山基準」なんてクソくらえだ。 ３人殺さなかったら、どんなに残酷でも死刑に出来ないなんて、犯罪者に優しい、なんと平和な

国なんだろうか。 

私は、人を殺したら一人でも死刑。 そういう前例をたくさん作ることで初めて、愚かな犯罪者が減ると思います。 

国家は被害者から、復讐権を奪って被告人を裁くのだ。  

 

悪は、国家が責任を持って殺してほしいと、みおは思います。 

犯罪者の人権と、被害者や一般人の人権とは、はるかに重さが違うのだ。 



 みおボード 2007. 5～2008. 3 http://mio-board.spaces.live.com/ 

  2008. 3～ http://ameblo.jp/mio8921fuku/ 

カテゴリ： 安倍さん 

- 10 - 

死刑は国家による殺人、人権侵害？ あちら側のひとたちの主張には、相変わらず笑っちゃうね(笑） 

 

また、こういう死刑が話題になると、人権派弁護士、リベラルの連中は｢感情的な判決ではなく 慎重、冷静な判断を」と、よく言う。 

拉致問題の時もそう、被害者救出に熱心な安倍さんを始めとする方々を 「感情的な対応」といって 

非難してたのは、実に拉致問題に冷たく、日本の立場より北朝鮮の代弁者のような人たちだった。 

100 歩譲って、感情的で何が悪い。 彼らが言う冷静って、みおから言わせれば「冷血」だ。 

感情が出ない人間なんて、なんの魅力も感じないけどね。 

 

大谷昭宏さんも、北村晴男弁護士も、「裁判員制度を見据えた 感情に流されないきわめて妥当な判決」だって 

みおは、こいつらの言うことは、もう信じない(笑） 

大谷なんて、批判ばっかで 正義を振りかざして、もともと好きじゃ無かったけどさ♪ 

 

みおはやっぱり、ななちゃんには 世の中ホントに悪い人は、いっぱいいるから  

用心して、自分で自分を守ること 簡単に人を信じちゃだめだよって 性悪説で教えようと思った(笑） 

 

 

2009-02-28  ななちゃん ゲレンデデビュー！！ 

だめだ、熱が下がらない。声も出ない。 

ママはどんな状態なんだろう？ ヒロちゃんの話を聞くと、元気がないみたいだけど。 

 

みおは慶応ラグビーのファンだから、アンチ清宮だったし、高校のときとか、「なに、この生意気なオッサン！」 

とか思ってました(笑） でも あの笑顔と 強気な発言の裏側にある、ラグビーにかける情熱に、今ではファンになった。 

サントリーの監督になって、なかなかトップになれず あの笑顔と 自信満々なコメントが聞けないのは寂しい。 

今日の試合も、絶好調だった曽我部選手のドロップゴールが、１～２本決まってたら・・・とか 

後半序盤の、ラックからの 最後一人余ったパスが、ノックオンだったとことか、 

あそこで点を取れてたら、違った結果になっていたんじゃないかな・・・って思います。 

 

ななちゃんを泣かせてしまった。 

火曜日、熱が出てフラフラなとこ、見られた！ 

1 年間、ずっと初めての街で がんばってきたんだもんね。 

16 歳とはいえ、東京に置いてきたものも、我慢してることもあるよね☆ 

ヒロちゃん、もう卒論終わってるから、みおが出来ない事も ヒロちゃんなら力になってくれると思うよ。 

 

そんなことをヒロと話してたら、あっというまに来週末、2人でスノーボードに行くそうです！！ 

おいおい・・・(笑） いいなぁ、うらやましい。楽しそう・・・ 

といっても、あたし スキーもスノーボードもやったことないけどさ♪ 

ななちゃん、運動神経抜群だから、ヒロちゃんに教えてもらったら、あっというまに上達しちゃうんだろうな。 

みおは、ななちんのスキーウェア姿？の写真さえ見せてもらえれば、十分ですョ！！ 

 

田母神さんの、「私？演歌も歌うけど、好きなのはニューミュージック系で、浜田省吾と甲斐バンドが好きです。 

18 番は、浜田省吾の、『もうひとつの土曜日』♪」 には、笑った！！ 

ていうことは、『星の指輪』も歌えるのか？(笑） 

しっかし、新刊「田母神塾」も読みましたが、面白かったなあ！！ やっぱ、並の政治家じゃ、彼には対応できないなって思った。 

既存 2冊も良かったけど、これ集大成で、素晴らしかったです。政治編、国防編が面白かった。 

「クーデターなんてとんでもない。私は言論で勝つ！」としっかり言ってくれてたしね。 

若い人に読んでほしいな。 どれだけ今の日本の 安全保障が異常なことなのか、 

刷り込みの少ない若い人たちなら(笑） 理解してくれると思います。 

 

みおは、将来、自分の子供たちの世代が 「平和」に暮らしてほしいと思うからこそ、田母神さんを支持する。 

「平和」って言うのは、唱えたり ただ信じるものじゃなく、 

自らの国の主張をしっかりしたうえで、他国と信頼関係を結び、努力して勝ち取るものだと思うのだ。 

 

しっかりとした 保守の歴史観を持ってる評論家や 議員を集めて新党を作るなら別だけど 

大勢のうちの一人の 政治家になってしまったら もったいないなって思った。 

これだけ積極的に発言されて、警備は大丈夫なのかな？ それだけが心配です。 

  

なんたって、迫力が違うよ！！ 国益のためなら 中国の軍人にも一歩も引かないしね。 

もちろん、国を守るということの意味も、国際社会での現実とあるべき姿も、 

さすが厳しい世界で戦っておられただけあって、みおが言うのも偉そうで申し訳ないけど、理解してくださってるなって。 

拉致被害者救出のブルーリボンをしっかり 公式な場所ではつけてくれてることにも、｢この人は信じられるな。本物だな。」って思
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います。 

そして何より、明るくて強くて、ユーモアがあるとこが素敵(笑） 小松基地の近くの お酒飲むお店で大人気だった・・・って記事を

読みましたが 

夜の世界を知ってるミオから言わせれば 田母神さんだったら ホステスには大人気だろうなって思います(笑） 

「ＷＩＬＬ」で、安倍さんと対談してくれないかなぁ・・・ 

 

明日から３月。 卒業式の日。 一生忘れない、胸キュンの日です。 

今夜は、竹仲絵里ちゃんの声を聞いて、「ありがとう」を聴いて眠ろう。。。 

あのライブの映像を、ヒロのお母さんが持ってて、奈々ちゃんが この前見ちゃったみたい(笑） 

「みおちゃん、かっこよかったよ～」って♪ 

絵里ちゃんありがとう☆ 

 

毎日、看護婦さんの目を盗んで、アイスクリームを食べることだけが楽しみです！！ 

氷アイス、雪見大福、すいかバー スーパーカップ、  

ということは・・・明日はハーゲンダッヅかな？(笑）  マックシェイクでもいいョ。。。 

しゃべりたい。 しゃべらせて。 ガラガラ声でもいいからさ＊＊ 

 

 

2009-03-29  品の無い対応。 

捏造ジャーナリスト（笑）上杉隆さんの週刊文春の記事は、みおも読みましたが、 

今度という今度は、よほど腹に据えかねたのでしょう。安倍元総理が、ホームページ上で 

上杉さんの記事がいかに、でっちあげで捏造であるか 

写真を提示して また会場で取材されていたマスコミの方々の証言なども載せて見事に反論されています。  

よしよし、いいぞいいぞ（笑） 

 

この方は、みおも少し誤解してたようだ。誤解というのは、言葉の使い方が逆なのかな？ 

なんだ・・・とんでもない奴じゃん！ 

 

上杉隆氏の記事が、またアレだという指摘について  

上杉氏の「アレ」な記事に関する続報  

安倍晋三事務所から、上杉氏への反論  

 

謝罪要求 自称「保守政治家」を哂う 万国の自称ジャーナリスト（JJ）分裂せよ （反撃開始）  

 

上杉隆氏の、低次元なレッテル貼り癖について  

 

上杉氏の反論は、まったくバカな私には理解できませんでした。 

ここでなぜ、靖国問題での安倍総理の対応が出てくるのか？論点のすりかえもいいところだ。 

あれれ・・・上杉さんって 総理大臣の靖国参拝支持派でしたっけ？ そんな記事読んだこと一度も無いけど（笑） 

そして、官邸崩壊のラストでも、ご自身で安倍総理の退陣を迫ってるじゃん。 

それなのに今になって、退陣を批判するのは、これはほかの連中にも言えることですが まったくもってフェアじゃない。 

むしろ、「辞めてくれてありがとう」って言う人のほうが、まだ私は 考え方は違っても信頼できると思います. 

そんなことより早く、週刊文春の記事が事実だという証拠、安倍事務所が提示した５つの質問に答えろって（笑） 

 

また上杉さんは今までに何度も 国が難病に指定している安倍元総理の持病を 茶化し揶揄した記事を書いている。 

捏造ジャーナリストはもちろん、人間性も？な人らしい。 

何でこんなやつが、まるで正義の味方、庶民の味方みたいな顔で よくテレビに出てるんだろう。 

 

阿比留さんに対しての批判は、はっきりいって ４０歳のいい年した大人とは思えない、 

非常識で下品な まったく根拠の無い 悪意に満ちた中傷だと思います。 

まあ、いい年して、「ＫＹ」とか「ＪＪ」なんて言ってるような人だからねぇ。。。 

 

ちなみに、みおが阿比留さんに、「官邸崩壊」に書かれてあることは 実際の所はどうなのか、 

作り話とまでいかなくても、まったく脚色は無いのか、質問させてもらったところ お忙しい中ご回答をいただけて 

うれしかったです。 ありがとうございました。 

 

＜・・・・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 

また安倍政権が出来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」 「何を思いこんでるの？」 
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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

異議 異論があります。また、この本の中でい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。」 

 

阿比留さんがよく、おっしゃってる 「私に直接取材されたことも 会ったことすらないのに あちこちで名前を出されて、いいかげ

んなことを話されてる」 っていうのを聞くと、 

正直、よくテレビで拝見しますが ちょっとおかしな人なのかな・・・って思いました（笑） 

去年の終戦記念日に、靖国神社で阿比留さんが来たことを知ると、大急ぎでその場を立ち去った・・・って話がおかしかった＊＊ 

ここまでいうなら、反撃が楽しみだ。逃げないでね（笑） 

 

普段記者クラブを批判しながら、フリーでありながら自分の立場が悪くなると「週刊文春」の傘の下に隠れ、 

「週刊文春を通じて、回答は出している。」 などと開き直るところ(笑） 

回答書のＨＰでの公開を拒否する所、自分にやましいところが無いのなら おかしいと思いませんか上杉さん？ 

立証責任は書いたほうにあるはずだ。 

確定申告、転居で忙しくて反論出来なかった・・・とは笑えます。  

遠まわしに、稼いでることを自慢したいみたい♪ 

 

みおは阿比留さんを支持する。２００６年の夏からずっと文章を読ませてもらってきて 

偉ぶらず、とても誠実な方だと思うからだ。かといって、わざと一段低いところに自分を置いて 庶民ぶったりもしないしね。 

こう見えても、ホステス経験あるミオは 人を見る目だけは同世代の子よりはあるつもりです。 

痛い目いっぱいあったからなぁ(笑） 

 

 

2009-04-04  みおのゆめ 

福田美緒２０才、身長１６０ｃｍ 体重３３，５キロ・・・  おいおい、、、子供じゃん(笑） 小学生？ 

キャ～ 誰か助けて。 みおの体が、どんどん溶けてく！！ 

点滴の栄養、やっぱ足りないんじゃないかなぁ・・・先生、この際 固形の食事、何でも食べていいことにしましょうよ(笑） 

そしたらみお、あっというまに４０キロまで戻せるよ♪ 

食べたいものがいっぱいありすぎて、よくわからない(笑） 

 

将来は、２階建てのお店を出そう！ 

２階はライブハウス。 そして１階には しっかり食事が出来て、お酒も飲めるようなお店。 

赤レンガを基調にした内装で、洋楽が流れてて・・・・ テーマは７０年代のアメリカのバーです！！ 

といってもよくわかんないんだけどね（笑） みおは平成生まれ♪ 

 

ただイメージは出来てる！！ 小５の時、あのダンススクールのイベントの帰りに  

パパに連れてってもらった 横浜の地下の オシャレなバーレストランみたいなとこ☆ 

パパの友達のアメリカ人さんがやってて、ボブサップさんみたいに大きくて（笑） 

「みお、ダンスやってるんだって？ 今度踊りに行こうよ！」 ってナンパされました（笑） 

 

あとはドラマ「スウィートシーズン」で、椎名きっぺいさんと松嶋奈々子さんが 秘密のデートをする 

横浜の中華街を抜けた、「ＳＷＥＥＴ・ＳＥＡＳＯＮＳ」って、あのバーです♪ 

あのお店素敵だったなあ・・・ジュークボックスもあったし。 

 

２階でライブを楽しんだお客さんが、１階に降りてきて 「なんだか、おなかすいちゃったねぇ・・・」って(笑） 

よっしゃ、これで 儲かるぞ♪  料理はミオにまかせて！！ 

絵里ちゃん、石川さん、馬場俊英さん、あさ美ちゃんもアムロちゃんも浜田省吾さんも、キャロルキングも  

みんな出演者で呼んじゃうョ！！ 

 

講演会もいいね～  安倍さんとお話したい（笑） ロンブーのあつしさんのラジオに出たとき 面白かったなあ・・・ 

スタジオ内爆笑だったもんね。 同郷っていうのもあったけど、若い人に対する優しさであふれてました。 

そういえば らじかるの 中山ひでゆきさんも、落語家の襲名披露パーティで 安倍さんのスピーチを聞いて 

「意外や意外、安倍さんのスピーチが これまた面白くて面白くて！！ 会場爆笑です。 

是非、総理時代でも あのトークでいってほしかったなと・・・」って言ってました（笑） 

曲のリクエストのセンスが素晴らしかった！！ キャロルキング 「Ｙｏｕ’ｖｅ ａ ｇｏｔ ａ ｆｒｉｅｎｄ」 

安倍さんはミオにとって、 何があっても生涯のスターです。 
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病院で出来ること＊＊ 

英語の勉強でも久しぶりに始めようと思った。中学３年間お世話になった、ラジオの「基礎英語」 

またがんばるぞ！！ ３年間毎日、頑張ったおかげで 中学校に行かなくても、テストは大丈夫だったし(笑）  

高校にも入れた。 高２になってから英検準２級も取れたし☆ 

忙しかった私には、神様みたいな講座でした！！ いいなあ、やっぱラジオはいい(笑） 

今年度の基礎英語３は、日本に留学中の子が、茨城県水戸市に住んで 大学に通うというストーリー！！ 

よし！ これに決めた(笑） いつかニューヨークに行くぞ！！  

みお、夢のダンス留学♪ 

 

ところが、きのうは３９，１度。 夢どころじゃないよ～ 歩けないよ(笑） 

 

 

2009-04-15  からっぽミオさん♪ 

あ～あ・・・今日みたいな、いいお天気の日は、外に出て、お買い物したいなぁ。。。 

ひたち海浜公園で、壮大なお花を いっぱいみたいです。 

かわいいワンピを、年末にヒロちゃんにもらったんだけどな・・・カビ はえてませんように！！ 

あれに黒のレギンス履いたら 少しはミオも、可愛く見えるかしら？ 

 

美紀姉ちゃんは最近、ヘビーローテーションで たいやきを買ってきてくれます。 

県内に、美味しい有名なお店があるみたい。  

「他の子は、みんな どうせアイスとかシュークリームなんでしょ？」って(笑） 

白あんのたいやきさんなんて、初めて食べたぞ♪ うん、いけるいける。。。 でも賛否両論ありそう♪ 

 

子供のときは、１個食べられずに、ダンススクールの 綺麗な女の先生と半分こしてました。 

「はい、みおはシッポね。」って。 

私、シッポのほうが、あんがいっぱい 詰まってるもんだとばかり思ってたら、だまされた～～ 

すべての事実を知った１６歳の冬。。。 

今では、楽々 １個食べれる女の子になったぜ♪ 

 

だんだんと、元気だった頃の生活のリズムを 忘れていることに気づく。やばい・・・  

気づいてないだけで、なんやかんや言って、検査も少ないし、病院生活快適だったりして（笑） 

おいおい、みおさん。しっかりしてくれョ・・・ 

１０代のツンツン、闘犬のような（笑）、負けず嫌いで常に戦闘モードだった私は どこへ行ってしまったの？ 

 

タリーズコーヒーが、西新宿の東京女子医大に出来たそうです。 

転院したい・・・(笑） そしたらわたし、昼間は常連客になります♪ 

病室で本読んだり雑誌みてても、なんだか気分が盛りあがらないっていうか・・・ 

東京女子医大は、上京して はしかにかかって、しばらく通って健康診断して、子宮と卵巣の病気が見つかったり・・・ 

あれはもう・・・２年前か。  

いろいろ思い出がある。そしてなにより、おばあちゃんがこっちから、日暮里のおばさんの家で暮らして 

最後亡くなった病院。忘れられません・・・新宿駅から遠すぎだって！！(笑） 

 

「プロ市民」という言葉を初めて知ったのは、高校生のときでしたが 「うまい！」って正直思いました（笑） 

あちらさんは全部、「市民団体」だもんなぁ・・・ いいなあ（笑） 

森田健作さんが、無所属かどうかで、騒いでるバカがいるけど、 

政党から公認をもらえなかったら「無所属」だってことぐらい、２０歳の私でもわかりますけど・・・実にくだらない。 

逆に、純粋に「無所属」だって信じて投票したのだとしたら、そっちのほうが不勉強で恥だよ。 

森田さんが自民党の国会議員だったなんて、みお中学生の時だって知ってましたョ（笑） 

なんで日本人って、政治家にも一般人と同じような金銭感覚を求めるのでしょうか？ 

政治家に庶民感覚なんていらない。そうゆう言葉が出てくることすら うさんくさい。 

あと「女性の目線、主婦の目線」って・・・ バ～カって感じです（笑） 

 

やることだけやってくれれば、あとは何をしてても 別に私は評価するけどね。 

別に友達になるわけじゃないし・・・ 子供を生むまでの間に 別に産んでからでもいいけどさ（笑） 

もう１度でいいから安倍総理の姿をみたい！！ そしたら田母神防衛大臣だな（笑） 

文部科学大臣は、山谷えり子さんか、中山成彬先生か、義家さんか・・・ 

でも、麻生総理は、ミサイルにも当然の対応をしたし、よくやられてると思います。 なんたって笑顔がいい。 

みおは、マスコミやワイドショーの論調には騙されません（笑） 

 

ななちゃんに原付バイクの免許証を見せてもらいました。 
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よく聞く、免許証の写真は、ブサイクに写る・・・と聞きますが、やっぱり奈々ちゃんはかわいかった（笑） 

ヒロちゃんが 「かわいい～」って、病室で声をあげたもん！ さすが私の愛する従妹！（笑） 

みおの愛車も、修理に出して、ななちゃんに乗ってもらおうっと！！ 

 

ほのかちゃん、だめだよ！ 淋しくなったからって夜中にミオに逢いに来ちゃ（笑） 

１時ごろ号泣で みおの部屋に来るからびっくりした。。。 

「おうちかえりたいよ～ ママの所に帰りたいよ～」って（笑） 

同室のおばあちゃんも、目を覚ましちゃったから 廊下の休憩スペースで２人で座って しばらくそばにいてあげました。 

みおと一緒だ。私だって寂しいんだもん、あの年じゃ、不安になるよね。 

 

元気になって、「みおねえちゃん 屋上行って遊ぼう！！」って・・・ 

それはだめです、、、もう２時ですよ、お嬢さん。。。 

 

階段上がって会いに来てくれてありがとう！！ ゆっくりとだけど、私も２Ｆに降りて 病室の前まで送ってあげました。 

今日は３８．６度。 だるい。声が出ない。。。 

 

 

2009-05-03  活字中毒女。。。 

昨日は、今月号のラグビーマガジンと 「正論」と ファッション誌３冊の計５冊をひたすら読みこんで、 

ほのかちゃんが子供病棟からやってきたので、着せ替えカードゲームをやって遊んだ。 

また、３８、６度 高熱でだるかったけど、なかなかいい１日の過ごし方。 

 

正論は、トップで安倍さんの素晴らしい論文。 うれしかったなぁ・・・元気で力強い、みおの大好きな安倍さんが戻ってきたぞ！！ 

あの、アメリカ人の若いパイロットにふれた所は、もちろん同感したけど  

なんか胸が熱くなりました。泣きそうになった。。。 

そう！みおが言いたいのはそうゆう事なんだよ（笑） なんでそうゆう、当たり前の簡単なことが 

他の人達には、わからないかなあ・・・ 

「正論」は、毎月思うけど、ホント面白い！！ 「ＷＩＬＬ」は当たり外れあるんだよなぁ。。。 

「築地おどり」と（笑）、山際澄夫さんの文章が好きです。 

 

最近は本村洋さん、宮崎哲哉さん 藤井誠二さん共著の「罪と罰」を読んでいる。 

分厚いけど、やばいぐらいに、めちゃめちゃ面白い！！ 特に、みおが以前疑問を感じた 

Ｂ・Ｐ・Ｏについても、偏向ぶりや 組織としてのおかしさを おそらく初めてじゃないかなあ 指摘されてて 

体の中の体温が上がって、興奮しました！！（笑） 

 

今月廃刊の「諸君」って、若い私には、はっきりいって、さっぱり響かなかったです。なんか気取ってるし、理屈っぽいし 

字は小さい、紙質悪い（笑） 斜に構えて わざとクールに中立ぶってるみたいな（笑） 

評論家も保守は保守なんだろうけど、最近なぜだか ストーカーのように田母神さんを攻撃しまくってる 

スーパーモーニングのコメンテーターの同志社大学の村田教授とか、櫻田淳さんとか・・・ 

はっきりいって、あんま好きじゃない人たちが多かったもんね。休刊は当然だろう・・・最近レベル低かったもん。 

 

ラグビーマガジンの、オール慶応が、オックスフォード、ケンブリッジ合同チームに勝った記事で、 

試合終了寸前の、出雲選手の逆転トライが、 

「去年の東海大戦で取ったトライと同じ形。（ＯＢの）川本と出雲で一年間ずっと練習してきたサインプレーです。 

この試合の前の練習では準備しなかったけど、積みあげてきたものは消えないんだな・・・と 

正直ジ～ンときました。」  

って林監督の言葉に、ミオめっちゃ感動しました。 

去年の４年生の、１２，２０ あの不本意な形でシーズンを終えなきゃならなかった中、 

ＯＢと現役の混合チームではありますが、 

悔しさを晴らして、あのオックスブリッジに勝てたっていうのは、素晴らしいなぁ・・・って思った。 

 

先日はニュージーランド学生代表にも勝ったし、慶応ラグビー今年こそ日本一になってほしいです。 

まずは５月。早稲田と明治には絶対に勝たないと！！  

吉田監督１年目の、明治にだけは絶対に負けられない（笑）  

ここ数年の悔しさを財産にして、チームとして積み上げてきたものを、秋からは見せてほしいです。 

林監督、みお待ちくたびれましたよ～ も～う待てません（笑） 今年こそ信じてます！ 
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2009-06-21  戦うビジネスマン！！ 

昨日ヒロちゃんがデートで東京に行ったそうなので、父の日のプレゼントも頼みました。 

去年は、ななちゃんと一緒に確か、ネクタイ１５本セット！！ しかも「銀座のＯＬが選んだ・・・」ってやつ（笑） 

ラジオの通販で買っちゃったもんね☆ 

 

今年も奈々ちゃんと一緒に、お金のほうは ７．３ぐらいの割合で モチのロンで、みおが７です！！ 

会社に行くとき使える、やや大きめなビジネスバッグをプレゼント♪ 

４０代の男性が持っても恥ずかしくないよう・・・一応、海外ブランド！！ 

禁断の・・・・あのキャッシュカード使っちゃったぜ（笑） 

 

上京したとき、万が一のことがあったらって、おばさんが薦めてくれた未成年でもＯＫなやつ。 

深夜、アパートのトイレが逆流して、大変なことになったとき（笑） 水道屋さんを呼んで 

泣きながらコンビニのキャッシュコーナーで お金おろしたとき以来です。。。 

 

お義父さんではありますが、この 1年半、ホントにママを助けてくれて みおも助けてくれました。 

ななちゃんが、この町に慣れてくれたのも、お父さんのおかげだと思ってます。 

あの世のパパも、お父さんなら潔く、ママを託してくれることでしょう・・・ 

 

パパがみおのパパになって、２０回目の父の日。 おめでとうパパ。そしてありがとう・・・・  

さてさて、約束どおり、わたしはいい女になれたんですかね？（笑） 人によって、評価が分かれます♪  

さみしいな～ せつないな～  

♪～あのね・・・わたしなんだか、ママに似てきた。今はもう、それがうれしいの・・・・ 

あのね・・・今頃わたし、わかる気がする。パパの子に生まれてよかった・・・ 

 

さてさて、みおのパパになったらうれしい、有名人を考えてみた。 

ぶっちぎりのベストワンで、１位は時任三郎さんです！！ みおの友達のガールは、またその話・・・とあきれると思いますが（笑） 

も～う、似てるなんてもんじゃない！ ありゃ、双子の兄弟だね きっと（笑） 

特に、ドラマ「海猿」の下川隊長役が、髪型も性格もそっくりで、やばかったです☆ 

 

あとは・・・寺尾あきらさん。「ルビーの指輪」歌ってほしいな♪ こないだラジオで小倉智昭さんとしゃべってるの、めっちゃおもしろ

かった！！ あの人、昔は相当なワルですな（笑）  

 

清宮監督・・・？ いや、パパって感じじゃないなぁ（笑） 理想の上司です！  

林監督がいい！！ かっこよすぎる☆ 

大沢たかおさん・・・いいですねぇ。。。みお、大ファンです！ そういえば「Ｌｉｆｅ～天国で君に逢えたら」の 

あの、かわいいお嬢さん役の女の子が、２年前の川島海荷ちゃんだと最近知ってびっくりしました！！ 

お父さんに少し反抗期なトコとか、まるで昔のわたしをみてるみたいだった。。。 

「アイシテル」最高に面白かったです。 

安倍総理・・・（笑） 一緒に戦後レジームの問題点について語り合いましょう！！（笑） 

みお、娘としてお酒のお酌しますョ！！ 最近お元気になられて、色んな所で拝見できて嬉しいです。 

 

ひまだねぇ、わたしも・・・妄想はいいかげんにしてくださいョ！！ 

さて、お父さんのバッグ代もあるし、頑張って宛名書きのバイトしなきゃね☆ 

３８．５度で迎えた、２０回目の父の日。２人のお父さんありがとう♪ 

 

 

2009-08-16  鎮魂 風化招く代替施設 （１６日産経新聞 引用） 

長く「戦没者慰霊の中心施設」とされてきた靖国神社が、代替となる国立追悼施設建設構想が またも浮上したことにより、その位置づけを

 危うくされかねない状況にある。 

民主党の鳩山由紀夫代表は、１５日の記者会見で 「戦争で亡くなられた方の追悼に関して、必ずしも大きく争点化はしたくない」と述べた上

で、矛盾する言葉を付け加えた。 

「天皇陛下が安らかに参拝していただける施設が必要ではないか。国立の宗教色のない追悼施設を視野に入れながら 党として取り組ん

でいくべきではないか。粛々と行いたい」 

民主党では岡田克也幹事長も 熱心な追悼施設推進派だ。政策集「ＩＮＤＥＸ２００９」でも、 

宗教性をもたない新施設の設置に取り組むことをうたっている。 

とはいえ、宗教性がなく 「魂」の存在しない追悼施設が どれだけ国民の心を慰め 誰が喜んでそこに行くというのだろうか。 

国立・無宗教の新施設構想は、福田康夫前首相の官房長官当時の私的懇談会も 平成１４年に建設を堤言したが、自民党内で猛反発を受

けつぶれた経緯がある。 

だが、実はこの構想は、「Ａ級戦犯分祀論」と並び、それ以前から 何度も浮上しては消えた 

「亡霊」のようなアイデアなのだ。 故 藤波孝生元官房長官は、かつてこの構想について、こう語った。 
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「中曽根内閣のときも非公式に検討したが、それでは解決にならない。鎮魂は国家の基本だが、 

国民は靖国こそが、戦没者追悼の中心施設だと思っている」 

１５日に靖国神社境内で開催された 戦没者追悼中央国民集会では、民主党の新施設構想の批判が続出。 

日本会議の三好達会長（元最高裁長官）は、こう訴えた。 

「『靖国で会おう』と誓いあった 英霊の心を踏みにじるもので、言語道断だ」 

一方、鳩山氏は１５日発表の「終戦の日にあたって」との談話で、先の大戦について 

「悲惨で愚かな戦争」と簡単に総括し、「民主党政権は過去の歴史と正面から向き合い・・・」と記した。 

安倍晋三元首相は１５日の参拝後、「英霊に 尊崇の念を表するためにお参りした」と語ったが、 

鳩山氏の言葉には、中国や韓国への配慮はあっても、英霊への思いは うかがえない。 

新施設建設への安易な推進は、日本のために一身をささげた英霊の鎮魂を 国民の目から遠ざけ、 

風化させることにつながりかねない。                     （阿比留 瑠比） 

 

・・・・・みおの、ひいおじいさまは、「悲惨で愚かな戦争」で死んだんじゃないんだよ。 

「日本を守りたい。一人でも多くの人々、女性や子供たちを守りたい。」と、  

５０年後１００年後の日本の発展を祈って、信じて  

戦いに行ったのだ。 なんなら、膨大な資料、手紙のコピーを鳩山事務所に送りましょうか？ 

ホント、なんでも現代の解釈で判断して、なんら当時の考え方、世界情勢 そうゆうものを考えようともしない 

こんな人が総理大臣になったら、ひいおじいさまや英霊の方々は、なんのために命をかけたのかと、悲しくなります・・・・ 

それと、無宗教で どうやって霊を祀ったり、慰霊するのでしょうか？ どうやって靖国神社からお引越ししてもらうのかしら？ 

無宗教だから宗教儀礼なしで、花も供えず、手もあわせないのかな？ そんなところにどうやって、英霊の方々の霊が宿ってくれるのか？ 

最低限の知識も持たない、不勉強にもほどがある。 ちなみに福田官房長官の懇談会では、新施設では「慰霊も顕彰もしない」と はっきり

言っていた。  

今の平和と安眠をむさぼって生活している私たちが、現代の価値観 画一的で善悪二元論な考えで 判断できるほど、そんな単純な話で

はないのだ。 

 

 

2009-08-22  教員免許更新制 実施を強調 （８月２２日 産経新聞引用） 

・・・・平成 12 年 3月、東京都国立市の小学校で 校長が校舎屋上に 国旗を掲揚したところ 一部の教職員 

児童、保護者が反発し、児童が校長に「土下座しろ」と謝罪を求めた。戦後教育のゆがみを象徴するような事件だった。 

事件当時の国立市教育長で教育評論家の石井昌浩氏は、各党のマニフェスト（政権公約）を見比べてため息をついた。 

「教育は国家百年の大計と言うが、政治家の頭には入っていないのではないか。関心があるのは当面の選挙の勝敗だけだ。日

本の子供をどう育てるかという大きな課題は、どこかに消し飛んでしまっている」 

 

（中略） ・・・・その中で違いが鮮明なものの一つが、教員免許制度をめぐるスタンスであり、日教組との距離感だ。 

 

「(政府・与党は）教員免許更新制度などと、ふざけたことを言うな」 

５月１６日 山梨県山梨市で開かれた山梨県教職員組合の大会。 

同教組 元委員長である民主党の輿石東参院議員会長はこう言って、 

安倍晋三内閣が行った 教育職員免許法改正の意義を否定してみせた。 

 

日教組は「組合員で賛成のものはいない」（幹部）として、教員免許更新制の廃止・凍結を求めている。 

そして日教組から選挙応援を受ける民主党は、マニフェストに「教員免許制度の抜本的見直し」を掲げた。 

民主党幹部は、「抜本的見直しは、教員免許更新制廃止を含む｣と述べ、教育政策では日教組の意向を尊重する考えを示した。 

 

同じく日教組の支持を受け、政権交代後は民主党と連立を組む社民党は マニフェストに「教職員免許更新制を廃止します」と明

記した。 

「私が見る初夢は与野党逆転し、教育基本法を元に戻し、教師の免許更新制などを廃止することです」 

福島瑞穂党首は１月、ある日教組の会合でこう挨拶し、教員らから喝采を浴びた。 

7 月２５日 甲府市で開かれた山梨県教組の政治団体の勉強会で、民主党の小沢鋭仁国民運動委員長は こう言い切った。 

｢もし民主党に政権を取らせていただければ、お金はしっかりと政治が負担して、そして(教育現場に）余計な口は利かない」 

これでは日教組に ”白紙委任状”を渡したも同然ではないか。 

 

一方、自民党のマニフェストは対照的に 「教員免許更新制の着実な実施」を強調した。 

さらに「教員の政治的中立を徹底」とうたい、「教育の政治的中立などありえない」（輿石氏）と言ってはばからない民主党と日教

組をけん制した。 

 

教員免許更新制度は、学力不足などの不適格教員の排除と教員の指導力向上を目指し、今年４月から導入された。 

対象者は計３０時間以上の講習を受け、認定試験で６０点未満だと不合格となり、再試験で合格しなければ免許を失効する。 

平成２０年度実施の「予備講習」では、受講教員 約４万５０００人のうち不合格は２４８人。 

ただ、このうち２１２人は受講時間不足や履修認定試験の未受験などが理由で、認定試験を受けて合格できなかったのは３６人
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だった。 

民主党政権が実現し、免許更新制が廃止されると、この３６人も無条件で教壇に立ち続けることになる。 

 

自民党は「民主党が政権を獲得することは、教育行政が日教組に支配されることを意味する」などと民主党攻撃を続ける。ところ

が、民主党から反論はほとんどない。 

論争になれば「敵の思うつぼ」になるとの判断があるようだ。 

 

鳩山代表は２１日の街頭演説でも、子ども手当の創設などの政策を訴えたが、日教組との連携には知らぬ顔を決めこんだ。 

衆院選はいよいよ終盤戦を迎えるが、「どのような教育を目指すか」という根本的な問題は、国民の目から遠ざけられたままだ。 

 

・・・・・・ そういえば、みずきも言ってたけど、お店で朝の５時まで働いて、閉店作業して ７時８時から本社にスーツで出勤して研

修なんてこともあるそうです。 同業他社のワタミもそうらしい。 

私だって、介護施設で働いてたときは、夜勤明けで新宿まで眠たい目をこすって、研修に行ったことも何度もある。 

でも、それが普通の会社だと思います。 それを学校の先生方ときたら・・・・（笑） 

もちろんすべての先生がそうだとは言いませんが、やれ学校の激務にさらに、この免許更新制度が追い討ちをかけてるだの・・・ 

毎年やるわけじゃないし、１０年に一度でしょ！ 

甘ったれるんじゃないよ。って本当にみおは思いますね。 

 

日教組が教育行政で強い力を持つということは、当然、国旗国歌も否定してるわけだから 

式典では国旗が掲揚されず 国歌も流れない、もしくは流れたとしても「歌いたい人だけ歌って、起立したい人だけ起立すればい

い」なんてことになるでしょう。 

それではたして、立派な大人、国際人が育つでしょうか？ 

 

小学校低学年から、過激な性教育が行われて、「セックスの権利は自分で決めるもの」なんて教えられ 

男女平等なんだから、女性が家事をするのはおかしいだの  

ランドセルやトイレのマークを色分けするのはおかしい・・・体育の着替えは一緒にやるべき。 修学旅行も、男女同室になるでし

ょう。  

競争はいけないから、運動会での徒競走はゴールラインを 父母から見えないようにしたり、批判されるから一応普通に行ってる

ように見せかけて、着順わけも着順のリボンもつけない。 

お店の子供のいるホステスの女の子が、大激怒してました（笑） 

「そんな大げさな・・・」というでしょうが、すべて過去に現実にあった話なのだ。 

 

そして歴史の授業では、過去の日本人は悪いことばかりした・・・という いいかげんな資料をもとに自虐史観の歴史観をたたきこ

まれ、日本を愛せない子どもたちを創り 負の歴史ばかり教えこまれて 「反権力・反体制」の思想ばかり教えられる。 

そして国会図書館には、日本軍の罪を追及する部署ができるらしい。 

社会科見学の必須コースになったりしてね（笑）  

 

日教組の考え方では教員は労働者らしいから、授業を放り出して、デモや集会、政治運動にも行って 

職員室では、校長先生の意見など無視して すべて多数決で子供たちの教育が進んでゆく。 

 

私が許せないのは、日教組の先生方の考え方では、道徳の授業をすることは価値観の押しつけになるからいけないそうです。 

バッカじゃないの（笑） 頭おかしいね。 人をいじめたらいけない。弱い人を助けてあげましょう。 

お父さんお母さんを尊敬して、手伝いをしましょう。 日本の過去の偉人の功績を勉強しましょう・・・・ 

こういうことも、価値観の押しつけになるんでしょうか。 

 

教育まで国から地方に権限を委譲してしまうということは、日教組の強い地域、リベラルが強い地域では 

明らかに偏った教育が行われてしまうということだと思います。 

なんでもかんでもスリム化して、権限を委譲すればいいという単純な話ではないのだ。 

 

０６年に安倍政権が教育基本法を改正したとき、日教組が動員をかけて、国会前に平日でありながら  

全国から大勢の教員たちが 授業を自習にして参加をした。 

当時はミオは高３だったからよく覚えてるけど、未履修問題が全国的に発覚して、大変な思いをしてる高３生がいっぱいいたとい

うのに・・・ 

これでよく、「教師の現場は激務」とか言えるよ まったく（笑） 

 

つくづく 安倍内閣が教育基本法を改正して、「教育は、不当な支配に服することなく」という条文を悪用して 

不当な政治運動をしていた教職員の力を 弱めたことを評価したいと思います。 

中山成彬先生。 厳しい戦いと思いますが、なんとか這い上がってきてくれることを願ってます。 

応援してます。がんばってください。 
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2009-08-23  そのとおりです！！ よくぞ言ってくれました（笑） 

・・・・・民主党は日の丸を半分にちょん切って、党のマークを作ってしまった。 

驚いたのは鳩山代表の 「党のマークは神聖だ」と言う言い草だ。  

党のマークなんて神聖ではない。 神聖なのは国旗だ！ 

（ゴルフが２０１６年夏季五輪、実施競技候補になった際に）  

石川遼くんは「日の丸を背負って戦いたい」と言った。 鳩山さんはこの１７歳の青年よりはるかに劣る・・・・ 

 

（安倍元総理 ２２日北海道音更町での街頭演説で） 

 

 

2009-09-12  不思議な病院の美少女♪ 

今日は眠くて眠くて・・・１５時過ぎまでうとうと。。。してたら、お見舞いに来てくれた美紀ちゃんが起こしてくれた。 

眠り姫ミオは現実に戻されました！ どうしちゃたのかなあ・・・・変な薬飲まされてたりして！！ 

宛名書きバイトで目を使うから、寝ても寝ても眠くなります。 

 

ビーフカレーが６５０円、オムライスが７３０円、和風ハンバーグが、７５０円・・・ 

う～ん、、ちょっと高い気もするけど(笑） １F の食堂が機械の食券制なのは助かった！！ 

「なんであの子。注文のとき喋らないの？ 感じワル・・・」とか思われちゃったら悲しいもんね。 

もともと、気の強そうな顔してますもんで、昔よく黙ってると、 

「どうしたの・・・なんかあった？」 とか 「怒ってない？」って言われました☆ 怒ってないって！！ 

 

ビーフカレー８杯食べたら、みおのお金なくなっちゃうじゃん。。。手の届かない御馳走だなぁ・・・ 

遠巻きに、ほかの人のごはんをチラチラ見るミオちゃん(笑） 

オムライスはデミグラスソースで、ハンバーグは大根おろしで、、、、 

やっぱ匂いだけじゃ、おなかいっぱいにならないよぉ。。。 

 

大学ラグビー開幕。 なんかどこの新聞も、対抗戦は 早稲田、帝京、 

そして吉田義人新監督の明治ばっか注目してて、なんかムカつく(笑） 

今年こそ慶応ラグビーが １０年ぶりの大学日本一になるのです！！！ 

お願いだから、明日の初戦。コケないでくださいョ(笑）  ３年連続黒星スタートは、もう飽きました♪ 

しかし、今日のサンスポの主要大学のメンバー表みてると、茨城県出身選手が多いなあと。 

やっぱ茨城はすごい！！   みお的には、同い年の大学３年生選手を注目です。 

ねぇヒロちゃん？ みおを振った あいつはまだ、レギュラーにはなれてないみたいだネ(笑） キャ～！！ 

林監督、明治にだけは負けないでくださいね。新人監督に 美味しいところ持ってかれたら悔しすぎます。 

２００１年の清宮ワセダじゃないんだから・・・ 

 

この前 三宅久之先生が、「君ねえ、ラグビーだって試合が終わったら 『オフサイド』って言って 健闘をたたえあうじゃない

か！！」 って 顔真っ赤にして、おっしゃってました(笑） 

三宅先生☆ オフサイドじゃなくて・・・ノーサイドです♪  

オフサイドじゃ、反則でペナルティーゴールで相手に３点取られちゃいますョ。。。 

でも、三宅先生ステキです。 みおの理想のおじいちゃん＊＊ ああいう人好きだなあ・・・ 

 

つまり、物事なんて立ち位置で 考え方や答えが２つあるのは、ほとんどでしょう。 

中立を気取って意見を表明せずに、どっちつかずでいると、いつのまにか軸もブレて、なんの魅力もない人間になってしまうと思

います。 

みおが安倍さんを好きなところは、現実を踏まえた上で 理念や信念の軸がぶれないところです。  

中立なんて、クソくらえだぁ(笑） もちろん、誰でも自由な意見が保障されるというところが、大前提ですが。 

だから、ワイドショーのキャスターやコメンテーター ニュースキャスターが 自分の思想や哲学を表明しないで 

国の重要な問題や政治の問題を語るのは、みおは卑怯だと思いますョ。 

 

やっぱりテーピングを取ると、まだ足が痛い・・・ しばらくリハビリはお休みですな♪ 

背中も痛いし、３８度台だし・・・ お医者さま☆ みおの体をメンテナンスしてください！！ 
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2009-09-13  「日本人よありがとう」を読みながら、外国人参政権問題を考える。 

「日本人よ ありがとう」 

 

かつて日本人は 清らかで 美しかった 

かつて日本人は 親切で 心豊かだった 

アジアの国の誰にでも 自分のことのように 一生懸命つくしてくれた 

 

何千万人もの人の中には 少しは変な人もいたし おこりんぼや わがままな人もいた 

自分の考えを押しつけて いばってばかりいる人だって いなかったわけじゃない 

 

でも その頃の日本人は そんな少しの嫌なことや不愉快さを超えて  

大らかで真面目で 希望に満ちて明るかった 

 

戦後の日本人は 自分たち日本人のことを悪者だと思い込まされた 

学校でもジャーナリズムでも そうだとしか教えられなかったから 

真面目に自分たちの父母や先輩は 

悪いことばかりした残酷無情な ひどい人達だったと思っているようだ 

 

だから アジアの国に行ったら ひたすらぺこぺこ謝って 

私達はそんなことはいたしませんと 言えばよいと思っている 

そのくせ経済力がついてきて 技術が向上してくると 自分の国や 自分までもが偉いと思うようになってきて 

うわべや口先だけでは 済まなかった悪かったと言いながら 独りよがりな自分本位の偉そうな態度をする 

 

そんな今の日本人が心配だ 

本当に どうなっちまったんだろう 日本人はそんなはずじゃなかったのに 

本当の日本人を知ってる私達には 今はいつも歯がゆくて悔しい思いがする 

 

自分のことや自分の会社の利益ばかりを考えて こせこせと身勝手な行動ばかりをしている 

ヒョロヒョロの日本人は これが本当の日本人なのだろうか 

 

自分達だけで集まって 自分達だけの楽しみや ぜいたくにふけりながら 

自分がお世話になって住んでいる 自分の会社が仕事をしている その国と国民のことを 

蔑んだ眼でみたり バカにしたりする 

 

こんな人達と本当に仲良くしてゆけるだろうか 

どうして どうして日本人は こんなになってしまったんだ  

                                    マレーシア元上院議員 ラジャー ダト・ノンチック   

 

・・・・・・この詩、みおは大好きです。 ホントに、現代の日本人はこういう一面はあると思います。 

戦前についても、いろいろ議論はあるでしょうが、こういう私たちの先輩の日本人も数多くいたと・・・ 

そして、みおも含めて 今ぬくぬくと 自分の生活仕事の事だけを 考えれば生きてゆける現代人と違って 

はるかに国や未来のことを考え、生き抜いた 素晴らしい人間性を持った先輩方を尊敬したいです。 

 

この詩の戦前の日本人のように、常にこの国で働く 外国人の方々に手を差し伸べて、 

あこがれてもらえる国、日本で働いたら夢が叶えられる・・・そう思ってもらえる国になってほしいなぁ。 

介護施設ではインドネシアから志のある方々を、条件面がいくらか厳しいようですが、 

数百名 受け入れたというニュースは とってもいいことだなあって思いました。 

みおももし、今でも介護の現場で働けてたら 一緒に働いてみたかったなあって感じました☆ 

 

だからといって、ただ外国の方々を受けいれれば いい訳ではない。 

安い賃金で、劣悪な労働環境 単純労働で ただ人手不足を解消するために こき使うようなことは絶対許されないと思います。  

少しでも日本に来て、なにか技術を身につけていただかなきゃいけないはずだ。 

 

さて、民主党の鳩山代表は、外国人地方参政権問題で、 

「日本列島は日本人だけのものではない」と発言して、前向きの姿勢を表明したそうです。 

この人は・・・戦没者追悼施設の問題でも、歴史観が欠如していてホントに言葉が軽いっていうか・・・・ 

とても、みおの目線では宰相の器ではないと思ってる。 よく、安倍政権と似てるって記事を見ますが、 

一緒にしないでください（笑） 安倍総理は外交は特に 常に国益を考え、実にしたたかだった。 

 

民主党政権・早速 外国人参政権問題が動き出しましたね  
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一般国民のレベルでは まったくそのとおりだと思います。 祖国を離れて、日本で働いて必死に仕送りしている 

外国人の方々、弱い立場にある方に 手を差し伸べて 少しでも生活が向上してもらえるよう、サポートするのは当然だ。 

しかし、日本を守る役目を持つ総理大臣が、日本人だけのものではない・・・そんな考えで国を守れるのでしょうか？ 

国際社会はもっともっと、冷酷なはず。 どの国も自分の国の国益を考えて いい意味で腹黒いのだ。 

日本が周辺諸国に配慮したって、周辺諸国は日本には配慮はしてくれません。 

 

定住外国人の方々に選挙権を与えることは・・・冷たいといわれるかもしれませんが、やはりＮＯだと、みおは思います。 

選挙権は日本国民にのみ、与えられた権利であり、選挙権を得たいのなら帰化するのが当然なのだ。 

税金を払ってるから・・・という論理は詭弁であり、それなら税金を滞納している日本人から 選挙権を剥奪しなきゃならない。 

税金を払ったことで、たとえばゴミの回収や道路の補修など、外国人の方々も生活で 利益を得てるはずだ。 

 

定住外国人に選挙権を与えて、国防上重要な島や街、たとえば対馬 沖縄の離島などに または原発のある街に まとめて移住

されたらどうなるだろうか？ 

あるいは、「非武装中立地帯」などというキレイ事な政策を 支持政党、市長などに掲げさせて 住民投票にかけられたら・・・・ 

韓国や中国が、国会議員に圧力をかけて、定住外国人に地方選挙権を推進させようと、後ろでさかんに操ってるのはそういうこ

とでしょう。 

 

日本に住む中国人が 北京五輪の聖火リレーの際 長野で何をしたか・・・ 

産経以外は黙殺しましたが、巨大な中国国旗に隠れて、暴行をはじめ、ありとあらゆる非道を働いた。 

あの行為、動員力が 中国政府の意思がなく 自由意志で行われたはずがないじゃないか。 

１９９８年、中国の李鵬総理は国際会議で、 

「日本なんて国は １０年後には地球上から、消えてなくなってるはずだ」 と発言したそうです。 

日本のトップなら、こういうことを考えてる国が隣にあることを 頭に入れておいてくれなければ困る。 

お得意の「友愛」で、日本国民の命が危険にさらされたら たまったもんじゃないよ。 

 

みおならこう言います！！ 

「日本列島は日本人のものである。 しかし、今 生きてる日本人だけのものではない」 と。 

 

しかし一方で、みおのまわりにも外国人のお友達が沢山いるから、大多数は真面目で素晴らしい方々なのもわかる。 

１５年２０年、日本に定住して 犯罪歴や反日的な行動もなければ 選挙権を与えてもいいのかな・・・なんて思う気持ちも少しあり

ます。 

難しい問題だなあと思いました。 

しかし、「かわいそうだから・・・」とか、「その程度の問題いいじゃん・・・」 とか、 

そういう安っぽい同情論じゃ 日本の伝統も歴史も国柄も文化も、滅びてしまうんじゃないかと思った。 

 

 

2009-11-25  アナログが抜け切らない。。。 

「次、アムロちゃんだから！！ しゃべっちゃだめだよ～！！ （鼻の前に人差し指 立てて） シーッ。。。」 

「（録音ボタンのスイッチＯＮ） カチャ。。。」 

 

♪～ゴールゲートくぐりぬけて今、風になる～ 海へ続く光るハイウェイを南へ 遠ざかる街のノイズ・・・ 

（太陽のＳＥＡＳＯＮ） 

 

「アツシ、みお～ ごはんできたよ！！」 

「え～ ママ、喋んない約束じゃん！！ 声入っちゃったよぉ。。。 どうしよう・・・」 

 

・・・・今のキッズの方々にこんな話をしても、わかってもらえないだろうなあ。アナログです。 

「夜ごはん前の ラジカセの悲劇」 です♪ ちなみに高校時代みずきに話したらわかってくれたけど 

ヒロちゃんは、どうも全体像を理解できないみたいだった（笑）  

 

そんなみおでも、切符を駅員さんが手でハサミで切ってたって言うのが信じられません。 

だって駅員さんが入るスペースなんか無いじゃん！！ 高速道路みたいに小屋っていうか、屋根があって個室になってたのかな

あ？ 朝なんて、すっごい行列じゃないんでしょうか？ 会話とかしちゃったりして。  

「お兄さん、寝グセすごいよ～」  「お客さん、酒臭いなあ・・・」  「駅員さん、今度食事しない？」 

う～ん。。。 むずかしい  イメージできない＊＊ 

そんなみおも、おばあちゃんちにあったから 黒電話は知ってる。 かけたこともある！！ 

 

ラグビー同点かぁ 悔しい（笑） でも、すっごくいい試合でした。 ホント前半から目頭が熱くなった！！ 

ウイングの三木選手って、やっぱすごいね。 チーターみたい（笑） 小さいけど強くて足が速くてさ♪ 

残り２０分はほとんど、ゴール前のディフェンスでしたが、本当にタックルが低くて力強くて 
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見てて今年は少しも不安にならなかったもん。 タックルしたあとの２人目、３人目のサポートが素晴らしいなって思いました。 

早稲田大学の強みの、早い球出しから 外に大きく振るプレー、ほとんど出させなかったんじゃないでしょうか？ 

逆に前半の慶応の２つのトライは 早稲田のお株を奪う、最高のトライだった。 

 

あの強気で冷静な中竹監督の顔が少し、終了間近に慌てた動揺した顔でインカムで話してるシーンがテレビに映ってびっくりした。 

みおもむしろ、あそこでＰＧを狙われて、４点差にされたほうが遥かに怖かったし、そうなったら逆転されるのも覚悟しましたが。 

 

大学選手権で再戦するとしたら、準決勝、決勝だそうです。  春の早慶戦も同点、今回も同点。 

今の４年生が１年生の時の新人戦も同点だったみたい☆ もはや運命、ドラマの世界だぁ（笑） 

 

「スクールウォーズ」の川浜高校が日本一になった時に 秋の国体で最後の最後で同点に追いつかれた・・・あのシーンを思い出

しました♪ 

 

早稲田は、平尾、大八木の同志社大学以来の「３連覇」をかけたシーズン。 

その同志社が３連覇を決めた時の決勝戦が、あの「伝説のスローフォワード」と言われた慶応との死闘☆ 

ヒロちゃんの家は、お父様がラグビーミュージアムを作ってるもので（笑） 試合見せてもらいました。 

１０－６で同志社リード、試合終了寸前に、同志社ゴール前 慶応ボールのスクラムからサインプレーでトライ・・・のはずが、最後

のパスが「スローフォワード」って判定されて、 

なんかの本で読みましたが、慶応前監督の松永監督は、「あれはスローフォワードじゃない」って今でも思っているそうです。 

 

こんな素敵な言葉もあった。  

元オーストラリア代表の名選手 神戸製鋼でも活躍されたイアン・ウイリアムスさん☆ 

「あの素晴らしいプレーが スローフォワードと判定されるなら、ラグビーをやる子供達がいなくなってしまうよ」 

 

その時の監督が上田昭夫さんで、弟分ともいえる林監督が当時４年生で 今は監督の立場☆ 

なんか運命を感じるぞ♪ 今度は準優勝じゃなく優勝がいいな（笑） 

慶応は ２００１年以降、大学選手権を含めて 対早稲田、１分け１０敗 今年こそ早稲田に決着をつけてくれると信じています。 

決勝で早稲田に勝って泣いている選手の皆さんや、林監督を観るのが、みおの夢です（笑） 

 

産経新聞１面の、「ひなちゃんの日常」って すごくいいね！！ ひなちゃん超かわいい。 

最近はあの、言葉の軽い「脱税総理」や  パフォーマンス極まりない、「事業仕分け」に みお相当、頭に来てるので（笑） 心が

いやされてます＊＊ 

小さかった時のななちゃんや、ほのちゃん ああいう かわいらしさがいっぱいありました。 

 

「恵まれた家庭に育ったもので・・・」って、 あんな発言、安倍さんや麻生さんがしたら、 鳩山総理のような お金の問題を起こし

てたら、マスコミや世論は、こんな静かに暖かく見守ってたでしょうか？ 

だから、マスコミなんて ほとんど偏向してるし、世論なんて「クソくらえ」って、みおは思うのです。 

金美齢先生・・・ あの人たち なんとかしてください（笑） 

 

入院生活、高熱 病気 辛いです。。。 最近、うつになった＊＊ 手術またがんばる！！ 

 

 

2009-11-29  冬がはじまるよ 

今日も早朝に屋上に出てみた。 ほんの少しだけ寒さを感じた。 

最近、涼しく感じることがあります。 座薬 入れられたり（だから切れ痔じゃないよ☆ 解熱だョ！！） 

手術してから、３８，２度ぐらいまで平熱が下がって すごく体が楽になりました。 

もう、このだるさも、体の感覚にもなれたので、このまま この体温でいきたい＊＊ 

ここまできたら、０９年一度も靴下やストッキングを履かないでいくもんね。 

この体温がないと、鹿嶋の冬は乗り切れないのさ！ ねっ市場のおじさん。今度またお魚安くしてね。 

あんこうって、今でも怖いんですけど～～ 小学生の時、あんこうに睨まれて・・・みお泣きました＊＊ 

 

クリスマスの資金に新しいバイト決定！！ 退院したら、女の子限定 みおに１分３９０円で 抱きついてあたたまれるコース♪♪ 

あったかいよ～  

 

キャッチフレーズは、「みおちゃん サンキューセット」 これ、儲かるかしら？ おかねいっぱいほしい（笑） 

 

がんばってよ～ 肝臓さん・・・あと一週間でメンテナンスしてあげるからさぁ♪ ご機嫌直して？ 

ついでに、声帯のほうは、どなたに繋げばよろしいんでしょうか？ 責任者出てこい（笑） 

腎臓さんは期限を直してくれたみたいで、以前のように、おしっこが出なくなったり 腹水がたまったりすることが減りました。とても

楽です！！ 
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なになに？ 「いわもとＱ」って？ 「ありえない味の立ち食い蕎麦屋さん」なんだって（笑） 

立ち食いそばであの味はありえない、やばい・・・って、昨日ラジオで特集してました！！  行ってみたいな♪ 

みおは立ち食いそば 余裕のよっちゃんで一人で入れます！ ねぎ取り放題のお店が好き！！ 

初台の東京オペラシティの横のお店と、新宿小田急モールのイマサカレーだっけ？ あの横から改札に抜ける道にある立ち食い

そば屋さんが好きです！！ 富士そばさん、ちょっとおつゆ濃いですョ（笑） 

でも、はなまるうどんも好き（笑） 初めて入ったとき超興奮しました・・・ 

 

今年の大晦日は、みおが最高級の天ぷらそばを作ってあげる！！  

ななちゃん、ママ、お義父さん 舌を洗って、おなかをすかせて待っててねん☆ でもみお、味見る自信ない。 

１年間、みおの舌は冬眠しておりましたの。 たまに隠れて食べるのは、ピザポテトとか味の濃いやつか 

メロンパンや焼きプリンとかアイスみたいな甘いやつばっかだもん。 繊細な味がわかんなくなったら そろそろみおも現役引退かしら？  

「就職先お願いしま～す！！ 明日から無職で～す」 （ノムさん） 

 

ホントひろちゃんかわいいの。 これからもしあわせになってくれるといいな。 みおのなかでは、「ミス茨城」 

あなたがいなければ、私のこの６年間はなかった。 お仕事がんばってね、ななちゃんをよろしく！！ 

 

今日は、ヒロとななちゃんが、お義父さんの家に泊まったみたいで、ななちゃんが朝食でホットケーキを焼いたら 

ママ、２枚しっかり完食してくれたそうです。すごい！すごすぎる！！ 

ななちゃんいわくメールで 「少し水の分量 間違えて 分厚くなっちゃったんだよ～」って言ってました（笑） 

またまた、こういうトコが みおの心をくすぐるぜ。。。  

「美人だけど少し抜けてる」「かわいいのに 料理できない・・・」  このギャップがいいじゃんね。 

かわいい子は、お料理なんて出来なくていいです。 ていうか、ななちゃん料理できたら、みおいらなくなっちゃうもん。。。そりゃ困

るのだ♪ 

 

久しぶりにセラピーのワンちゃんに会った。 真っ黒ワンちゃんと、薄茶のゴールデンレトリバーさん。 

３人で、海から昇る太陽の鑑賞会。 みおも お尻地面にじかに座って、両サイドに２匹のお犬さま☆☆ 

両手に花。 両手にイケメンワンちゃんだい！！ ほっぺとほっぺをくっつけたり、パパ・・・２０歳の冬に、みおのほっぺたにチュー

した男はワンちゃんでしたぁ（笑） 

あらためて間近で見ると 顔もシュッってキレがあって引き締まっててさ 凛としてて りりしくてかっこいい！！ 

さすが優秀なワンちゃんたちだぁ。。。 みおと一緒に退院する？ ママも少しみてあげてよ。 

あ～あ デジタルカメラがあったら 写真に撮ってブログに載せるのにな（笑） 

携帯も持ってないし、みおさんあなた ホントに平成生まれですか？ 

 

「ええ、僕んち、海の近くでしょ？それで、毎朝海から昇る太陽を見ているうちに思いついたんです。 

僕らもあの太陽のように、真っ赤に燃えて昇ってゆきたいと・・・」  「ライジング・サンか・・・」 

これ、「スクールウォーズ」のイソップの名セリフ（笑） 思い出しちゃったぞ♪ 

 

少し前になりますが、天皇陛下即位２０周年の式典は素晴らしく、そして美しくて感動しました。 

あらためて、日本は天皇陛下のおかげで ひとつにまとまっていられるのだと 生意気かもしれませんが感じました。 

こないだの勤労感謝の日だと「新嘗祭」など、陛下や皇族の方々は多くの祭祀やご公務などで国民の幸せを祈ってくださってて 

ご高齢ですから 体力的にも厳しいものもあるんじゃないかと心配になります。 

でも、あらためて感謝の気持ちでいっぱいになりました。 天皇陛下、皇后さま 皇族の皆様 皇室のご健康と発展を心からミオ

お祈りします。 

「少し、皆様には寒くなかったでしょうか？」 ってお言葉に 目頭が熱くなりました・・・ 

 

森会長の音頭の「天皇陛下万歳！！」っていうのも、感動的でよかったなあ。 みおも病室でしたよ（笑） 

森さんって、総理時代は子供だったから知らないし、政治的なことは知りませんが、いわゆる「保守の政治家」として言ってること

は まあマトモだし みお嫌いじゃない。 

ラグビーワールドカップ日本招致は 森さんの政治力とリーダーシップが無かったら実現できなかったでしょうし 

あの体格だし、テレビ映りも、かっこよくていいですね（笑） 

「日本は天皇を中心とした神の国だ・・・」 って、その通り（笑） 批判するほうがおかしいです。 

というより、みおも あそこでエグザイルさんみたいに踊りたかった（笑） 安倍さんに逢いたいなぁ☆☆ 

 

ほのちゃんに なんのプレゼントあげようかな・・・ やっぱ、シンケンジャーかな プリキュアかな？ 

ていうか、プリキュア この前観てて、泣いちゃったんですけどぉ（笑） やっぱ、子供向けのストーリーは 

シンプルで 余計な「色」が無くて 実にすばらしいです。 

少し太らなきゃ、あの「ブラックミニスカサンタさん」の衣装がぶかぶか。。。で着れないよ。 

「孫にも衣装」 衣装に負けてるミオちゃんであります・・・ 
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2008-11-27  長い間、おつかれさまでした。 

みおの、ひいおじいさまは職業軍人として、国のために必死に働いてくださった。 

だから中学生の時から、戦後民主主義や憲法は、疑う余地がかけらも無いぐらい 素晴らしいもので 

反面 戦前は自由のない暗黒の時代だったみたいに言うやつら マスコミの論調には、はっきりいって嫌悪感を感じているし 

社会科の授業でも、サヨクかぶれした教師と討論して論破したこともあった。 

まあ・・・そういうことしてるから、先生に冷たくされるんだけどね(笑） 

 

田母神前幕僚長の論文も、みおは産経で、ちゃんと全文読みました。 

戦争中のことについては、私は生きてないので何一つ意見する資格はない。 

しかし、後半から、ラストにかけての、＜～さて日米戦争はさけられたのだろうか？・・・＞からの文章 

は、はっきり言って、ほぼ みおの考えてることと同じで、「よくぞ言ってくれました ありがとうございました」 

って言いたいぐらいです。 

 

みおも含めて、今、平和にぬくぬくと生活できてるのは 自分の仕事や生活に集中するだけで 

安全な暮らしを送れてるのは誰のおかげか わかっているのだろうか？ 

かつて この国を 他国に支配されることが無いよう 必死に戦ってくださった方々、 

そして現在では、海、空、陸と厳しい訓練に耐え、命を懸けて日本を守ってくださる 

田母神さんをはじめとした自衛隊や、アメリカ軍の方々のおかげなのだと思います。 

間違っても、憲法 9条があるから平和なのではないのだ。 

 

昨日発売の、「ＷＩＬＬ」 は凄かった（笑） ヒロちゃんとまわし読みしたもん！！ 

田母神さんを正しい歴史資料に基づいて、しっかり擁護できるのは、ＷＩＬＬ と産経ぐらいだね。 

いかに、この論文騒動で、マスコミや政治家がおかしいか、まちがってるのはいったいどっちなのか？わかった。 

 

田母神前幕僚長さんには、長い間、日本を守るための厳しい任務。お疲れ様でした。 

そして、ありがとうございましたって、みおは心から言いたいです。 

 

ＷＩＬＬの田母神さんの文章、長かったけど(笑） 国を守るとは・・・とか 日本を想う気持ちにあふれてて 

ホントに感動しました。。。 ヒロちゃんも、「すごいね・・・」って目が潤んでたもん(笑） 

現場を知らない、机上の空論の政治家や「平和」という言葉に、ただ酔ってるような奴等には、まあ一生理解できないだろうけど

ね・・・ 

 

みおは絶対、たとえ一人になっても、田母神さんを擁護する。 

 

 

2008-11-29  ハード＊ワーク♪ 

今日は、朝の６時近くまでお店で働いて、美紀ちゃんとファミレスで朝ごはんを食べました。 

すっごい おなかすいてたから、キムチ鍋とか・・・がっつり食べたかったのに（笑） 

朝食メニューに変わってた。がっかりだよぉ。。。 吉野家さんとかで腹ごしらえしてから、お茶しに行けばよかったなあ＊＊ 

 

「朝まで生テレビ」を、お店のテレビで見ていたホステスの女の子が、嬉しそうにミオに（笑） 

「田母神さんの論文を支持する人が 視聴者アンケートで６割だって！！」と、報告してくれた。 

当然でしょ（笑） ちゃんと全文読んだら、マスコミのあの異常な批判の仕方のほうが おかしいと気づくはずだ。 

「信じられない・・・・」って、あちら側の評論家が言ってたらしい(笑） 

 

みお、牛丼やさんに初めて入ったのは、東京で一人暮らしのときです。 別にそれまで避けてたわけじゃないけど、なんか入りづ

らかった。 

味が いい感じで濃い目だし、お肉も薄切りで食べやすいし、めったにお肉なんて食べられなかった私には 

すごく美味しいご馳走だと思いました。別に女の子が一人で入ろうが、誰も気にしないしね。 

これからも、くだらないことで 人の目を気にするのはやめようっと（笑） 

みお的には、立ち食いそばは もっと感動。。。 ハマる。あれはすごいぞ！！ 

 

ママと言語リハビリに行く。 なかなか結果が出なくても、リハビリ嫌がらないママはかっこいい。 

みおも時には、「あたしがいるから、無理して苦しいリハビリしなくていいかな・・・」なんて思ってしまいますが 

ママの気持ちに応えてあげられる娘になろうと思います。 

 

今日は揚げ物いっぱい作った！！ 

えび、いか、玉ねぎ、一口カツ、コロッケ、そして みおの天敵の牡蠣(笑） 

できるだけ、奈々ちゃんやヒロちゃん お父さんに揚げたてを食べてもらいたいので、 

みおは、一気に揚げず、みんなの食べるスピードを見ながら揚げてました。 
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あたし天才！！ 将来、茨城で店でもやろうかなぁ・・・ 

 

奈々ちゃんに、クリスマス、楽しい思い出作ってあげたいです。 

ケーキ、がんばって作らなきゃな。 ヒロちゃんは、どうせデートだろうし(笑） 

あったかい時間と空間をプレゼントしたい。 

みお、相手してもらえるのは、せいぜい 今年が最後でしょう・・・(笑） 

「まだ、彼氏なんていないよ。 うん、今年は、みおちゃんと、おばさんと過ごしたい！！」だってさ♪ 

泣かせるぜ！ななちん☆ 

 

残り１ヶ月！！ いい年にしたい。がんばらなきゃ！！ 

みお、このままじゃ終われないョ(笑） 

 

 

2008-12-10  いいお天気の水曜日♪ 

昨日は、炊きこみご飯、ポトフ、サバの味噌煮、やきとり各種、茶碗蒸し、めかぶサラダを作った。 

なんだか、和食レストランのランチメニューみたいだなあ（笑） 

ヒロちゃんや、奈々ちゃんが 美味しいって褒めてくれてうれしかったです。 

ママも、若干 量は少なめだけど完食！！ みおは１０分で食べる☆  

おなかすいてると 早食いになるのさ(笑） 

 

お店は１年で１番忙しい時期！！ 今さらながら、開店当初も知ってるミオは、 

ここまで繁盛してくれたのが信じられない・・・・ ママと美紀ねえちゃんの、おかげ。 

みおの仕事なんて、無きゃ無いで、成立するもん、だから忘年会に使ってくれるのは嬉しい！！ 

お仕事も商売も、甘くないなあ・・・ 

 

奈々ちゃんが、ママをみてか・・・よく「看護の仕事 いいかなあ・・・」と言います。 

「みおちゃんみたいに、介護の仕事も興味ある」 って(笑） 

 

いやぁ・・・いいコ いいコ☆ いやいや、そりゃ、やばいって(笑） 

おじさんとおばさんのなかでは 大学進学は既定路線でしょう・・・みおの茨城の高校に行くのを許したんだって 

予備校行かないで、大学受験の勉強が出来て、かつ 田舎でのびのびできるから だもの・・・ 

まいったなあ(笑） おばさんに怒られちゃうョ。。。 

まだ２年あるけどさ＊＊ ななちん、２年になったら進路指導は厳しいよ～(笑） 

文系コースに行くのかな？ みおは、高２の夏で脱落しました・・・ 

あとは付け焼き刃で、なんとかしのいだぜ(笑） 

 

街中で、小さな女の子が お母さんと手をつないだり ママを大きな声で呼んでる姿をみると・・・ 

みお、胸がキュン。。。となります。  

ママ、出来ることなら、あのころに戻りたいね(笑） 

 

田母神さんに、ちゃんと退職金が支給されてよかった！ 当たり前だ。４０年以上 国のために尽くし 

常人には理解できないほどの厳しい訓練 任務をされてきた方を 

たかが政治家ごときに、退職金 老後の生活を奪う権利は無い。 

村山談話などというものは、閣議で決定しただけの 議会で可決した正式な法案でもなんでもなく、 

社会党の極左総理が、功名心でただ述べただけの なんら法的拘束力もないはずだ。 

時の政権の思想によって、その後の歴史観も憲法観も永久に縛られる 

それがどれだけ異常なことか・・・ホントに誰も気づいてないの？(笑） 

これこそ、あちらの方々がよく使う(笑） 「思想弾圧」じゃん。 

 

「要職にあるものの思想は ある程度制限されるべき」 という意見なら みおも理解できる。 

しかし・・・朝日新聞にそれを言う資格は無い。 

だったら、来年の春、卒業式入学式の国歌斉唱で 起立しなかった非常識教員を 

公教育の教員として 学習指導要領に従わないのは許されない・・・・って しっかり批判してくれるのかな？ 

そうゆうの、「二枚舌」 「ダブル・スタンダード」って言うんだよ(笑） 

 

みおは 田母神さんの件は、相当怒ってる！！ 

麻生総理は、保守だと思ってたが失望した・・・やっぱ、安倍さんとは違うね（笑） 

あのころ安倍さんを批判してた 保守文化人たちには、この違いはわからないだろう。 

 

ママと病院帰りに行った喫茶店の、新発売のアップルパイに感動した(笑） 
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大人の味だぁ・・・ マスターすごいねぇ＊＊ 手作りっていいな。 

 

今日はオムレツ！！ みおのオムレツ じゃがいもが入る♪ ドイツ風らしい(笑） 

めっちゃこってり、ハイカロリー(笑） 

ななちゃんは、３２００カロリーぐらい摂らないと、猛練習だし 足りないんじゃないかなあ・・・ 

成長期、青春ってすばらしい！！ 

早く、スクール☆ウォーズ 第７話が見たいョ １９８４年ってことは・・・土曜の９時だったみたいだし 

パパもきっと、観てたんだろうなぁ。 

 

さあ・・・ママをお風呂に入れて、シャワー浴びて、バイトに行こうっと。 

 

 

2009-01-04  あなたがいたから・・・ 

入院してたんで、４日たちますが、今やります！！ 

こうゆうの、やってみたかったんだよなあ・・・よくＣＤアルバムのブックレッドの最後のスタッフ紹介（？）の一番下に書いてあるよね（笑） 

 

みなさん２００８年 みおを支えてくれて、パワーをくれてありがとうございました。 

悲しいことも多かった 大変な１年でしたが 皆さんのおかげで、みお頑張って乗り越えられたョ。 

みおの大好きで大切な 尊敬する人たちです！！ 

会ったことある、ないは この際 関係ないぞ（笑） 

 

パパ ママ  みおの２人目のお父さん（笑） ヒロちゃん マキ みずき ラグビー部のみなさん。 

高校時代のお友達のみんな、 最近会えない（笑）愛犬リック。 

素敵な最高の３年間を送らせてくれた、みおの高校。 ななちゃんをよろしくね（笑） 

 

美紀姉ちゃん あやちゃん、お店のホステスのみんな、 

開店当時から支えてくれてる リュウさんを始め、従業員のみなさん。 

 

いつも笑顔をくれる奈々ちゃん おばさん、おじさん 寂しい思いをさせてすみません・・・ 

 

ダンススクールで 出逢った先生お友達、７年間の沢山の思い出。 

いつも優しい言葉をくれる、中学生の時から憧れの、みおに「生きる力」をくれた 光と熱をくれた あさ美ちゃん  

 

守るべき大切な文化 歴史、女の生き方を教えてくれた 凛とした、みおの大好きだったおばあちゃん。 

尊敬する、ひいおじいさま。 命をミオまで繋いでくれた 私の祖先 家族 親戚の皆様！ 

 

竹仲絵里ちゃん、慎司さん、馬場俊英さん、就職先の介護施設のスタッフ 入居者の皆さん、 

 

ＦＭＮＡＣＫ５、土屋滋生さん 澤美代子さん、あいざわ元気さん かおりん 

上柳昌彦さん、ａｉｋｏちゃん 上田昭夫さん 慶応義塾大学ラグビー部 宿沢広朗さん 

みおとパパとの思い出を作ってくれた 深夜放送の楽しさを教えてくれた、石川よしひろさん 

 

「保守」とは何か、「美しい国日本」を作るために体を張って戦ってくださった 安倍晋三先生   

「教育再生」の為に戦う義家弘介さん、尊敬する中山なりあき先生、 

「国を守る」ということを教えてくださった 日本を想う 

素晴らしい論文を書いてくれた 田母神俊雄 前航空幕僚長  

増元照明さん いつまでたっても拉致被害者の皆さんを奪還、救出できない情けない国ですみません・・・  

拉致被害者家族会、救う会のみなさん。 さかもと未明さん、西村眞吾先生 安明進さん 宮嶋茂樹カメラマン！ 

産経新聞 阿比留瑠比さん、金美齢先生 渡部昇一先生 櫻井よしこさん、小野田寛郎さん  

 

ふくだみお、２００８年 死ぬ気でがんばりました・・・・  

皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。 

 

なんだか小学校の、卒業式の言葉みたいだなあ（笑） 

２００９年のみなさんの幸せと健康を、みおはなによりお祈りしております。 

ありがとうございました。 
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2009-02-01  おばあちゃんと、金先生。 

金美齢先生をテレビで拝見したり、著作を読ませていただくと、みおは、亡くなったおばあちゃんを思い出します。 

おばあちゃんも、金先生と同じように、子供に甘いことを言わない人、 

努力、自己責任、そんなものを 小さなころから叩きこまれました（笑） 

そして、周りの人を大切にしなさい！ って言う人だった。 

 

まあ・・・おばあちゃんは、金先生みたいに 外見は怖くないけどさ（笑） 

でも、厳しいことを言う その裏側にある、大きな優しさと愛、  

金先生のそんなとこが、おばあちゃんにソックリなのです。 

 

「みおちゃん、日本っていう国が立派な国だから、こうやって綺麗な教科書も貰えて 毎日お勉強できるんだよ。 

日本に生まれたこと、そして日本という国に感謝しなきゃだめだよ。 

祖先の人たち、おばあちゃんの世代の人や、おばあちゃんのお父さん、おじいさんの世代の人が みんなで頑張ってくれたから、

立派な国になったんだよ。心の中で感謝しようね。」 

 

こんなことを入学式直後の 小１のみおに言ったおばあちゃん。  

当時はわけわかりませんでしたが（笑） 今は、わたしの核になってる言葉です。 

ありがとうね☆おばあちゃん、  みおは今日２０歳になりましたよ♪ 

 

現代の目線で考え方で、過去の日本、必死に生きた方々を したり顔で評論し批判して、 

過去の時代背景、当時の人々の考え方すら不勉強で、 

そして今の日本の欠点ばかりを批判することに 快感を覚えてるような人たち、そんな奴らが多すぎるョ 

ああいう連中には吐き気を覚えます・・・ 特に「○ーパー○ーニング」に出てるような人たち（笑） 

 

「我々国民の・・・」とか、みお、ちゃんちゃらおかしいです。 あんたと一緒にされたくないんですけど・・・・ 

自称ジャーナリストやコメンテーターなら、「ＷＥ」じゃなくて 「ⅠTHINK～」 で話す勇気も無いのかしら。 

あれ、、、英語の使い方、あってるかな？（笑） 

みおが母親になったら、子供にワイドショーなんて、小さいうちは絶対見せないね。 

 

私も、金先生やおばあちゃんのように、もちろん今 苦しいこと おかしなこと いっぱいあると思うけど 

それでも、日本という国は あらゆる面で恵まれて、チャンスのある・・・立派な 素晴らしい国だと思うのです。 

 

金先生の「日本に格差などありません！」（ＷＡＣ文庫） は、痛快でした！！（笑） 

みお 大賛成です！ 田母神さん、渡部昇一先生に続いて 私、金先生大尊敬＊＊ 

そばにいて、時々甘ったれたことを言うミオに 怒って気合を入れてほしいな（笑） 

 

爆笑問題の大田さんの、政治バラエティ（？）にも良く出ておられてます。 

まあ・・・みおは、ああいう番組は、反体制 反権力気取りのバカなタレントと、 

庶民ぶってる 国会議員しか出ないから 

正直大嫌いなんですけど・・・・（笑） 現実も見ず、実にくだらないしさ。 

よく金さんが、若いタレントとかが、生意気な口を叩くと 一喝するのが おもしろくて、おもしろくて（笑） 

 

太田さんも、残念ながら みおと国家観も戦争に対する考え方も違うけど、 でも、みおはラジオっ子なので 

昔から、火曜日深夜のラジオは タイマー録音して（笑） 中学生の時から聴いてました。 

日曜日の友近さんとの、お昼の番組も面白いなあ・・・ 

 

その中で昔、太田さんが金さんのことを 田中さんに 

「あのおばさんは怖い！！ 若い奴とかみんな怒られると・・・」って言ったあとに、 

「でもね。金さんの楽屋に行って、差し入れして 鏡に写った金さんに、ホント美人ですねぇ・・・ 

僕、惚れちゃいそう・・・ って言ったら、ニコッ。。。としたんだよ。あの瞬間は、金さん 女の顔になったね！」 

って話がおかしかった（笑） 

 

金美齢氏の、歯に衣着せぬ講演録と人物評  

台湾人 金美齢氏が語った 日本人への苦言  

 

おばあちゃん、みおを 辛いときも支えてくれてありがとう。 

中学生の３年間は、おばあちゃんのおかげで、がんばってこれたよ！  

「こんな小さな子、働かせるんじゃない！」 って、いつもママと喧嘩して、味方になってくれました。 

ゆっくり休んでね！！ おばあちゃんに恥じない、おばあちゃんの教えを守って 

みおは立派な、凛とした女の子になります！！（笑） 
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2009-02-28  ななちゃん ゲレンデデビュー！！ 

だめだ、熱が下がらない。声も出ない。 

ママはどんな状態なんだろう？ ヒロちゃんの話を聞くと、元気がないみたいだけど。 

 

みおは慶応ラグビーのファンだから、アンチ清宮だったし、高校のときとか、「なに、この生意気なオッサン！」 

とか思ってました(笑） でも あの笑顔と 強気な発言の裏側にある、ラグビーにかける情熱に、今ではファンになった。 

サントリーの監督になって、なかなかトップになれず あの笑顔と 自信満々なコメントが聞けないのは寂しい。 

今日の試合も、絶好調だった曽我部選手のドロップゴールが、１～２本決まってたら・・・とか 

後半序盤の、ラックからの 最後一人余ったパスが、ノックオンだったとことか、 

あそこで点を取れてたら、違った結果になっていたんじゃないかな・・・って思います。 

 

ななちゃんを泣かせてしまった。 

火曜日、熱が出てフラフラなとこ、見られた！ 

1 年間、ずっと初めての街で がんばってきたんだもんね。 

16 歳とはいえ、東京に置いてきたものも、我慢してることもあるよね☆ 

ヒロちゃん、もう卒論終わってるから、みおが出来ない事も ヒロちゃんなら力になってくれると思うよ。 

 

そんなことをヒロと話してたら、あっというまに来週末、2人でスノーボードに行くそうです！！ 

おいおい・・・(笑） いいなぁ、うらやましい。楽しそう・・・ 

といっても、あたし スキーもスノーボードもやったことないけどさ♪ 

ななちゃん、運動神経抜群だから、ヒロちゃんに教えてもらったら、あっというまに上達しちゃうんだろうな。 

みおは、ななちんのスキーウェア姿？の写真さえ見せてもらえれば、十分ですョ！！ 

 

田母神さんの、「私？演歌も歌うけど、好きなのはニューミュージック系で、浜田省吾と甲斐バンドが好きです。 

18 番は、浜田省吾の、『もうひとつの土曜日』♪」 には、笑った！！ 

ていうことは、『星の指輪』も歌えるのか？(笑） 

しっかし、新刊「田母神塾」も読みましたが、面白かったなあ！！ やっぱ、並の政治家じゃ、彼には対応できないなって思った。 

既存 2冊も良かったけど、これ集大成で、素晴らしかったです。政治編、国防編が面白かった。 

「クーデターなんてとんでもない。私は言論で勝つ！」としっかり言ってくれてたしね。 

若い人に読んでほしいな。 どれだけ今の日本の 安全保障が異常なことなのか、 

刷り込みの少ない若い人たちなら(笑） 理解してくれると思います。 

 

みおは、将来、自分の子供たちの世代が 「平和」に暮らしてほしいと思うからこそ、田母神さんを支持する。 

「平和」って言うのは、唱えたり ただ信じるものじゃなく、 

自らの国の主張をしっかりしたうえで、他国と信頼関係を結び、努力して勝ち取るものだと思うのだ。 

 

しっかりとした 保守の歴史観を持ってる評論家や 議員を集めて新党を作るなら別だけど 

大勢のうちの一人の 政治家になってしまったら もったいないなって思った。 

これだけ積極的に発言されて、警備は大丈夫なのかな？ それだけが心配です。 

  

なんたって、迫力が違うよ！！ 国益のためなら 中国の軍人にも一歩も引かないしね。 

もちろん、国を守るということの意味も、国際社会での現実とあるべき姿も、 

さすが厳しい世界で戦っておられただけあって、みおが言うのも偉そうで申し訳ないけど、理解してくださってるなって。 

拉致被害者救出のブルーリボンをしっかり 公式な場所ではつけてくれてることにも、｢この人は信じられるな。本物だな。」って思

います。 

そして何より、明るくて強くて、ユーモアがあるとこが素敵(笑） 小松基地の近くの お酒飲むお店で大人気だった・・・って記事を

読みましたが 

夜の世界を知ってるミオから言わせれば 田母神さんだったら ホステスには大人気だろうなって思います(笑） 

「ＷＩＬＬ」で、安倍さんと対談してくれないかなぁ・・・ 

 

明日から３月。 卒業式の日。 一生忘れない、胸キュンの日です。 

今夜は、竹仲絵里ちゃんの声を聞いて、「ありがとう」を聴いて眠ろう。。。 

あのライブの映像を、ヒロのお母さんが持ってて、奈々ちゃんが この前見ちゃったみたい(笑） 

「みおちゃん、かっこよかったよ～」って♪ 

絵里ちゃんありがとう☆ 

 

毎日、看護婦さんの目を盗んで、アイスクリームを食べることだけが楽しみです！！ 

氷アイス、雪見大福、すいかバー スーパーカップ、  

ということは・・・明日はハーゲンダッヅかな？(笑）  マックシェイクでもいいョ。。。 

しゃべりたい。 しゃべらせて。 ガラガラ声でもいいからさ＊＊ 
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2009-03-29  泣かせるなバカヤロウ！！（笑） 

ディズニーランドで実際にあった、心温まるお話をまとめた 今話題の単行本  

「最後のパレード」を読みました！ 行ったことないミオが読むのも、なんだか変な感じがしましたが（笑） 

入院生活の唯一いいとこは、本がいっぱい読めるとこかな！  

みおのまわりのセンスのいい女の子たちが選ぶ本 さすがです。硬～軟まで ハズレなしです♪ 

 

パパはディズニーランドのそばのホテルで コックさんとして働いてたから  

夜のピークは、遊び終わった後の 21 時とか、22 時が忙しくて でも、どのご家族も 最高の笑顔をしてると言ってた。 

本を読んで、切ない話が多かったけど・・・・ホントに夢の世界なんだなあって感動しました。 

あんなに泣いたの久しぶり。。。。 女の子は、カフェや電車の中じゃ読めないね（笑） 

 

あそこまで、気の利いた 感動を呼べる接客の出来る、ディズニーランドの社員教育ってスゴイなって感じました。 

優しい、人のお世話をする事が大好きな人じゃないと勤まらないだろうな・・・って尊敬しました。 

よし！これから みおの友達や 大切な人たちのお誕生日には、ディズニーランドの２ＤＡＹパスポートを贈ろう！ 

センスのない みおのプレゼントより、よっぽど喜ばれますな（笑） 

そういえば美紀姉ちゃんの 去年の誕生日プレゼントは、奈々ちゃんと一緒に パスポートを贈りました！ 

美紀ちゃん、有効期限 1年だョ。。。 早く行ってよ（笑） 春休み夏休みは、混むよきっと☆ 

 

パパはママとデートで何回か行ったことあるみたいだけど、みおが産まれてからは そんな暇なかったと思います。 

また 2人で行かせてあげたかったなぁ・・・みお、もうちょっと後に産まれてくればよかった（笑） 

大学を卒業してすぐの ２４才で子供を産んで 育てることの大変さ、 

今の私なら、なんとなくだけどわかる気がします。  

 

浜田省吾さんの「星の指輪」って曲をパパは大好きだったけど、 

「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いるうちに・・・ 

時には貧しさの中、夢見る心 捨てたけど」 

 

こんな歌詞のような気持ちになる瞬間も、やっぱ厳しいお仕事だから、あったと思います。パパごめんね＊＊ 

パパとも 2人で、ディズニーランドに行きたかったなぁ 

ななちゃんも、ひろちゃんも、何回も行ったことあるんだって。そうかぁ・・・普通の女の子は行ってるよね。 

「みおちゃんは１０代忙しすぎたんだョ！！ 退院したら一緒に行こうよ」って、ななちんが言ってくれました。 

きゃわいい。。。 でもホントですか？ スノボや、ななちゃんに彼氏さんが出来ても 

みおの相手してくれるかなあ？  

 

でも、みおは行けなくても パパが買ってくれた特大の ミッキーマウスとミニーちゃんのぬいぐるみが そばにいてくれれば 

毎日元気だョ！！ だいじょぶだいじょぶ♪・・・って こじまよしおさんの新ネタが、最近ツボです（笑） 

あんまりおもしろくないとこが、おもしろい（笑） 

田母神さんの、「ひとつ私が反省するとすれば・・・そんなの関係ねえ の後に、『はいオッパッピー』を忘れたことでしょう」 に笑っ

た＊＊  よっ！田母神節♪   

 

東野圭吾さんの「眠りの森」を読んだ。 これはなんと、ダンスの話！！ 

といっても、バレエダンサーの話なんですが♪ 主人公は、未緒ちゃん 惜しい・・・み の漢字さえ一緒だったら 

完璧だったのになぁ・・・ 加賀刑事が、みおちゃんにひかれていきます♪ 

すべての事実は切なく、そして悲しい物語ですが、ラストシーンは素敵だった。 

ダンススクール時代のことを、たくさん思い出しました。ジャンルは違っても、登場人物の考え方に 共感できるところもいっぱいあ

った！ 

 

さて、もうひとつ なんと「さまよう刃」 が映画化で今秋公開だそうです。 

やった、寺尾あきらさんだ。 やっと寺尾あきらさんが、東野作品に登場です！ 

みおにとっては、「流星の絆」の柏原刑事は 絶対に寺尾さんのイメージだったしね。 

「流星の絆」のドラマ化には、もう、かなり（笑） 不満を持ってる！ふざけやがって！ って感じです。  

みんなで 売れっ子脚本家なのか知りませんが・・・ 

持ちあげて 絶賛して バッカじゃないの！って感じです（笑） がっかりだよ。何あれ？（笑） 

 

 

2009-04-15  からっぽミオさん♪ 

あ～あ・・・今日みたいな、いいお天気の日は、外に出て、お買い物したいなぁ。。。 

ひたち海浜公園で、壮大なお花を いっぱいみたいです。 

かわいいワンピを、年末にヒロちゃんにもらったんだけどな・・・カビ はえてませんように！！ 

あれに黒のレギンス履いたら 少しはミオも、可愛く見えるかしら？ 
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美紀姉ちゃんは最近、ヘビーローテーションで たいやきを買ってきてくれます。 

県内に、美味しい有名なお店があるみたい。  

「他の子は、みんな どうせアイスとかシュークリームなんでしょ？」って(笑） 

白あんのたいやきさんなんて、初めて食べたぞ♪ うん、いけるいける。。。 でも賛否両論ありそう♪ 

 

子供のときは、１個食べられずに、ダンススクールの 綺麗な女の先生と半分こしてました。 

「はい、みおはシッポね。」って。 

私、シッポのほうが、あんがいっぱい 詰まってるもんだとばかり思ってたら、だまされた～～ 

すべての事実を知った１６歳の冬。。。 

今では、楽々 １個食べれる女の子になったぜ♪ 

 

だんだんと、元気だった頃の生活のリズムを 忘れていることに気づく。やばい・・・  

気づいてないだけで、なんやかんや言って、検査も少ないし、病院生活快適だったりして（笑） 

おいおい、みおさん。しっかりしてくれョ・・・ 

１０代のツンツン、闘犬のような（笑）、負けず嫌いで常に戦闘モードだった私は どこへ行ってしまったの？ 

 

タリーズコーヒーが、西新宿の東京女子医大に出来たそうです。 

転院したい・・・(笑） そしたらわたし、昼間は常連客になります♪ 

病室で本読んだり雑誌みてても、なんだか気分が盛りあがらないっていうか・・・ 

東京女子医大は、上京して はしかにかかって、しばらく通って健康診断して、子宮と卵巣の病気が見つかったり・・・ 

あれはもう・・・２年前か。  

いろいろ思い出がある。そしてなにより、おばあちゃんがこっちから、日暮里のおばさんの家で暮らして 

最後亡くなった病院。忘れられません・・・新宿駅から遠すぎだって！！(笑） 

 

「プロ市民」という言葉を初めて知ったのは、高校生のときでしたが 「うまい！」って正直思いました（笑） 

あちらさんは全部、「市民団体」だもんなぁ・・・ いいなあ（笑） 

森田健作さんが、無所属かどうかで、騒いでるバカがいるけど、 

政党から公認をもらえなかったら「無所属」だってことぐらい、２０歳の私でもわかりますけど・・・実にくだらない。 

逆に、純粋に「無所属」だって信じて投票したのだとしたら、そっちのほうが不勉強で恥だよ。 

森田さんが自民党の国会議員だったなんて、みお中学生の時だって知ってましたョ（笑） 

なんで日本人って、政治家にも一般人と同じような金銭感覚を求めるのでしょうか？ 

政治家に庶民感覚なんていらない。そうゆう言葉が出てくることすら うさんくさい。 

あと「女性の目線、主婦の目線」って・・・ バ～カって感じです（笑） 

 

やることだけやってくれれば、あとは何をしてても 別に私は評価するけどね。 

別に友達になるわけじゃないし・・・ 子供を生むまでの間に 別に産んでからでもいいけどさ（笑） 

もう１度でいいから安倍総理の姿をみたい！！ そしたら田母神防衛大臣だな（笑） 

文部科学大臣は、山谷えり子さんか、中山成彬先生か、義家さんか・・・ 

でも、麻生総理は、ミサイルにも当然の対応をしたし、よくやられてると思います。 なんたって笑顔がいい。 

みおは、マスコミやワイドショーの論調には騙されません（笑） 

 

ななちゃんに原付バイクの免許証を見せてもらいました。 

よく聞く、免許証の写真は、ブサイクに写る・・・と聞きますが、やっぱり奈々ちゃんはかわいかった（笑） 

ヒロちゃんが 「かわいい～」って、病室で声をあげたもん！ さすが私の愛する従妹！（笑） 

みおの愛車も、修理に出して、ななちゃんに乗ってもらおうっと！！ 

 

ほのかちゃん、だめだよ！ 淋しくなったからって夜中にミオに逢いに来ちゃ（笑） 

１時ごろ号泣で みおの部屋に来るからびっくりした。。。 

「おうちかえりたいよ～ ママの所に帰りたいよ～」って（笑） 

同室のおばあちゃんも、目を覚ましちゃったから 廊下の休憩スペースで２人で座って しばらくそばにいてあげました。 

みおと一緒だ。私だって寂しいんだもん、あの年じゃ、不安になるよね。 

 

元気になって、「みおねえちゃん 屋上行って遊ぼう！！」って・・・ 

それはだめです、、、もう２時ですよ、お嬢さん。。。 

 

階段上がって会いに来てくれてありがとう！！ ゆっくりとだけど、私も２Ｆに降りて 病室の前まで送ってあげました。 

今日は３８．６度。 だるい。声が出ない。。。 
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2009-05-03  活字中毒女。。。 

昨日は、今月号のラグビーマガジンと 「正論」と ファッション誌３冊の計５冊をひたすら読みこんで、 

ほのかちゃんが子供病棟からやってきたので、着せ替えカードゲームをやって遊んだ。 

また、３８、６度 高熱でだるかったけど、なかなかいい１日の過ごし方。 

 

正論は、トップで安倍さんの素晴らしい論文。 うれしかったなぁ・・・元気で力強い、みおの大好きな安倍さんが戻ってきたぞ！！ 

あの、アメリカ人の若いパイロットにふれた所は、もちろん同感したけど  

なんか胸が熱くなりました。泣きそうになった。。。 

そう！みおが言いたいのはそうゆう事なんだよ（笑） なんでそうゆう、当たり前の簡単なことが 

他の人達には、わからないかなあ・・・ 

「正論」は、毎月思うけど、ホント面白い！！ 「ＷＩＬＬ」は当たり外れあるんだよなぁ。。。 

「築地おどり」と（笑）、山際澄夫さんの文章が好きです。 

 

最近は本村洋さん、宮崎哲哉さん 藤井誠二さん共著の「罪と罰」を読んでいる。 

分厚いけど、やばいぐらいに、めちゃめちゃ面白い！！ 特に、みおが以前疑問を感じた 

Ｂ・Ｐ・Ｏについても、偏向ぶりや 組織としてのおかしさを おそらく初めてじゃないかなあ 指摘されてて 

体の中の体温が上がって、興奮しました！！（笑） 

 

今月廃刊の「諸君」って、若い私には、はっきりいって、さっぱり響かなかったです。なんか気取ってるし、理屈っぽいし 

字は小さい、紙質悪い（笑） 斜に構えて わざとクールに中立ぶってるみたいな（笑） 

評論家も保守は保守なんだろうけど、最近なぜだか ストーカーのように田母神さんを攻撃しまくってる 

スーパーモーニングのコメンテーターの同志社大学の村田教授とか、櫻田淳さんとか・・・ 

はっきりいって、あんま好きじゃない人たちが多かったもんね。休刊は当然だろう・・・最近レベル低かったもん。 

 

ラグビーマガジンの、オール慶応が、オックスフォード、ケンブリッジ合同チームに勝った記事で、 

試合終了寸前の、出雲選手の逆転トライが、 

「去年の東海大戦で取ったトライと同じ形。（ＯＢの）川本と出雲で一年間ずっと練習してきたサインプレーです。 

この試合の前の練習では準備しなかったけど、積みあげてきたものは消えないんだな・・・と 

正直ジ～ンときました。」  

って林監督の言葉に、ミオめっちゃ感動しました。 

去年の４年生の、１２，２０ あの不本意な形でシーズンを終えなきゃならなかった中、 

ＯＢと現役の混合チームではありますが、 

悔しさを晴らして、あのオックスブリッジに勝てたっていうのは、素晴らしいなぁ・・・って思った。 

 

先日はニュージーランド学生代表にも勝ったし、慶応ラグビー今年こそ日本一になってほしいです。 

まずは５月。早稲田と明治には絶対に勝たないと！！  

吉田監督１年目の、明治にだけは絶対に負けられない（笑）  

ここ数年の悔しさを財産にして、チームとして積み上げてきたものを、秋からは見せてほしいです。 

林監督、みお待ちくたびれましたよ～ も～う待てません（笑） 今年こそ信じてます！ 

 

 

2009-05-14  病室の窓から・・・ 

昨日お店の女の子が、ちょっと東京に行く用事があったそうで、今日おみあげに ユニクロのノースリーブとか 

タンクトップとかキャミソール そして、他のお店でいろいろと、、、、 

今度は 話題の９９０円ジーンズを買ってきてくれるって♪ 楽しみ楽しみ。。。 

わたしウエスト５６センチ、イェ～イ！！ みお、すっご～い☆☆  

でももう、体脂肪率７％は、さすがに無理だろうな・・・・体重は落ちても筋肉も溶けちゃったし。 

 

さっそくカーテン閉めて、いろいろ着こなしてみて、２人だけでファッションショー！！ 

これから暑くなるし、屋上行くときや、リハビリルーム行く時は患者さんのダサい服着なきゃ怒られるけど、 

ベッドで本や雑誌読んでるときぐらい、少しぐらいオシャレしてみたい！！ その程度でも注意されたら、いくらなんでも文句言って

やる！！ 

融通のきかない人や、マニュアル人間は嫌いです☆ あの服着てるとさ、気持ちが落ちるんだよ(笑）  

 

「また踊りたいんだ！」ってメールしたら、ちゃんと相手してくれた。 

もう、あの頃とは住む世界も違う・・・あの頃は、一緒のユニットで踊っててもライバル同士、 

「負けるもんか！」って、友情と同じぐらいライバルだったけど、今はもう ダンスのレベルもはるかに違う女の子。 

っていうか、今のミオは歩くことすら満足に出来ないんですが(笑） 

「苦しみを味わった今のミオなら、あの頃より最高のダンスが踊れると思うよ。 

だから病気なんかに負けないで ・・・待ってるョ！！」 
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だって☆ 

さやか 大人になったねぇ・・・(笑） クールで屈折したミオを泣かせる言葉を言うなんて♪ 

でもまるで、「瞳」のワンシーンのような、熱い友情です！！ さやは、今では立派なダンサーだけど、 

またいつか、元気になったら一緒にご飯食べたいな☆ そして少しだけでいいから、一緒に踊ってほしい(笑） 

そんなこと、軽々しく言えるような方では、もうないんですが・・・ 

ありがとう＊＊ ホントにありがとう＊＊  

 

元気になったら、田母神さんの講演も観にいきたいなあ(笑） 

ＨＰ見てたら、すごいスケジュール。。。 上京してたとき住んでた下高井戸の近くの 

千歳烏山の烏山区民センターであると きいたときは、 「あ～ 惜しいなぁ・・・」って思いました(笑） 

田母神さんの言葉は、みおが小さな時から、ひいおじいさまの立派な生き様を おばあちゃんから教えてもらって 

自分でも膨大な本を読んで、それでもうまく言葉に出来ないことを代弁してくれて 感謝してます。 

ストン。。。って心に入ってきたもんね♪ 平成教育委員会に出てたのを拝見しましたが、おもしろかったぁ・・・ 

たけしさんに、「とても国会に呼ばれて、喚問された人間とは思えませんね。」って(笑）  

お寿司食べれなかったし♪ 「星の指輪」歌ってくれませんかねぇ？(笑） 

 

ヒロちゃんが、ママがお見舞いに来て以来、少し元気になって表情が明るくなったと教えてくれて嬉しかったです。 

お父さんが出張だったおととい、奈々ちゃんと３人で 大洗のほうまで車でドライブして外食したり、 

いいなぁ・・・楽しそうだなあ・・・シラス丼食べたのかしら？(笑） 

今年の夏は、私も花火大会に初参加してみたいです。。。 

今時のガールで、浴衣着たこと無い女の子なんて、絶対いないよ～  

 

ほのかちゃんのお母さんが２８歳なんて・・・若い、すごい美紀姉ちゃんと一緒だぁ！！ 

「いつもお世話になってます・・・」って、わざわざ病室まで挨拶に来てくださって感激しました☆ 

ママと一緒だと 手をつないで、ほのちゃんも嬉しそう・・・早く退院できるといいねっ＊＊ 

筆談でしか 言葉を返せないのが申し訳なかった。情けないなぁ私。。。 

 

一時期に比べて、生きる気力が増してきたような気がする。 

今日も３８度台だけど、なんだか心が前向きになってきた。 

負けたくない・・・はやくここから出たいです。でも、リハビリのしすぎで すっごい筋肉痛。。。。 

こりゃ、しばらく２軍落ちですな(笑）  

髪の毛が胸の下まで すっごいことになってるんですけど・・・・ヒロちゃん、切ってくれませんか？ 

まさか病院で断髪式するとは思わなかった・・・・ いっそ、ショートにしてみよっかな♪ 

 

ママ、もうすぐ助けにいくから、もう少しの辛抱だョ！！ ごはんだけは、ちゃんと食べてねっ！ 

ななちゃんへ、英語ならまだ、みお、家庭教師になれます！ 私、英検準２級＊＊  

雇ってくれませんかね？ タダだよ～ でも声を出せないんじゃ、使い物になんないか・・・（笑） 

みんな、おやすみなさい。  

 

 

2009-05-19  やっぱミオは、甘ったれだった☆ 

熱い！！冬は高熱のおかげで、まったく寒さを感じませんでしたが、ここ何日か、ほんの少し動いただけで 

ベッドに寝てるだけで 汗がダラダラ出てきてしまいます。おねしょじゃないョ（笑） ホントに汗だよ！ 

これで誰もお見舞いに来ない日とか、体拭いてもらえないから、どうなっちゃうんだろう。。。 

ひとり沖縄やハワイにいるみたいです♪  

女の子としては、もう消えてしまいたい！！ 

甘えてるのは認めるけど、、、わかってくれないだろうなあ、この辛さ。 

病院の窓から、屋上から・・・ 綺麗な海が見えます。 飛びこみたい(笑） 

 

最近パパがよく、夢に出てくる。 私を呼んでるのかしら？ 

寂しいだろうなぁ。一人娘も、ママとも３０代で別れなきゃいけなかったんだから・・・  逢いたいです。。。 

もう、多くは望まない。声が出ないなら、それで出来る仕事を探そう。でも、そんな仕事あるのかしら？ 

 

みおは生きてる価値が無いと思った。 みんな働いたり勉強してる時間に、ただベッドの上にいて、 

歩くとしても屋上に行ったり リハビリするぐらいで。 脚も筋肉が落ちてぜんぜん動かないし。  

馬鹿みたい、もう５月だよ～ 何ヶ月病院にいるんだろう。 

薬ばっか飲まされて、絶対、この病院に みおの心も体もめちゃくちゃにされる。。。 

 

ずっと退院できないのかなぁ＊＊ なんか、何もかもが嫌になってきたぞ(笑） 

１０代の、あの努力は何だったんだろう・・・言っちゃ悪いがそこら辺の連中の数倍は必死でやってきた。 
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現実にも負けなかったし、高校の学費も、ママとの生活も上京のお金も 全部みおの力で稼いだのに！！ 

こんなことになるんだったら、もっと いい加減に好き勝手に生きればよかったよ。 

ダンスも辞めなきゃよかった・・・ あ～あ、もったいない・・・(笑）  

 

西村京太郎さんの「終着駅殺人事件」を読んだ。 美紀ちゃんのお勧めだそうで♪ 

青森から夢を持って上京した同級生が、約束した数年後の 同窓会を兼ねた帰省の旅で ひとりずつ殺されてゆくお話。 

それとは別に、亀井刑事は旧友から頼まれた 若い女性の失踪事件を追いかけて・・・ 

 

上野駅は、地方出身者にとって、東京駅とは違う 故郷のにおいがする駅なのだと・・・ 亀井刑事の言葉がよかったです。 少し

だけ、気持ちわかるような気がしました。 

ひとり、東京で暮らす大変さは、みおも たった 1年でしたが 本当に大変だったので（笑） 

この犯人の気持ちがわかって、切なかった。 

 

そして 事件のキーになる手紙。 みおもお手紙をよく書くので、昔、友達に年賀状とか  

お店のお仕事で大勢に人に 文面を書かなきゃいけないとき、 

犯人を犯行に動かす、きっかけになった 背中を押してしまった 同じ間違いをしてしまったことがあります。 

私は特に、返信を期待してるみたいに思われるのが嫌で、昔から自分の住所を書かないから 大変だった（笑） 

ラストシーンの最後の数行が、恐ろしくもあり、悲しかったです・・・ 

 

田母神さんの新刊「自衛隊風雲録」は、専門的な話のほかに、田母神さんの生い立ちとか、 

あの自虐的なギャグセンスも(笑）ふんだんに散りばめられてて、最高におもしろかったです。 

上司としても、部下をあそこまで信頼して仕事を任せてくれて、組織を活性化されて 本当にすばらしい方だなと思いました。 

それで、あんなに面白い ユニークな性格なんだもんなぁ・・・ 茨城に講演で来た際は、ぜひミオのお店へ(笑） 

女の子みんな、喜んじゃうョ！ 講演会は大盛況で若い女性客の姿も、かなりあったそうです！！ 

残念でしたね。朝日新聞さん(笑）  

５～６冊著書があって、内容がかぶらないのが凄い！！ 尊敬してます。 

ひいおじいさまの名誉を守るためにも、みおは田母神さんの考え方を支持します！！ 

 

ＦＭＮＡＣＫ５、「ＮＡＣＫ ＡＦＴＥＲ５」のＤＪのＭＩＯさんは、残念ながら私じゃありません(笑） 

でも間違えられただけでもシアワセです！ あちらはモデルさん、私はキャバ嬢♪ 

昔からファッション誌とかで存じあげてたので、まさかＮＡＣＫで声を聴けてうれしかった・・・ 

とっても明るくて声もかわいくて、素敵なお姉さんですね！ 

 

春のラグビー早慶戦 ２７－２７ うわぁ～ 同点かぁ。。。。 秋が楽しみです。 

よしよし！いい感じだぁ。 春は勝たないほうがいいって(笑） 変に意識されて警戒されるだけだもん☆ 

今年のバックスは、相変わらず凄い。今年こそ 日本一になりましょう。 

中竹さんは好きだし尊敬もしていますが、今年は林監督の 国立競技場での 涙の優勝インタビューが見たいです！！ 

 

イライラして テレビコードを切ろうとしたら 病院のテレビだったことに気づいた(笑） 

昔からイライラすると、物を壊す癖があるんだよなぁ・・・ 

終わったな、わたし。  もう疲れたよぉ～ 

 

 

2009-06-20  同情するなら、冷やっこをください(笑） 

みおはみたことありませんが、美紀ちゃん情報によると 昔 「同情するならカネをくれ！」ってドラマが流行ったそうです☆ 

わたし、平成生まれなもんで(笑） よくわかんない。 

今、あまりに空腹で お見舞い来てくれる女の子に、冷やっこを差し入れしてくれるように頼んでます。 

タッパーに つぶしたお豆腐（やらかいほう） ネギ、しょうが、めんつゆをかけてもらって。 

見た目はよくないけど、すっごく美味しい(笑） これならきっと、消化出来なくて吐くこともないだろうし 

栄養ばっちりだし、先生には秘密ですが、たぶん、だいじょぶでしょう！！ 

 

でも熱が下がらない・・・・また夕方３８，７度だよ～  

みおを冷やせ。。。。美味しい冷奴を食べさせてください(笑） 

おなかすいたよ～ ３０キロ超えなきゃやばいよ～ 病院脱走して、鹿嶋のサイゼリヤに行っちゃうョ。。。 

 

みおだったら、お父さんには アジのなめろうとか、かつおのたたきとかを 冷奴に乗せてあげたこと思い出した。 

みお、ななちゃんは愛してますが、一家の大黒柱のお父さんには、いつもお料理に差をつけたり 

一皿多く用意した。 気の利く女、古きよき日本の女です！ 自分で言うなよ みおちゃん。。。 

パパごめんね、焼きもち やかないでください(笑） 

しょうがないじゃん、今じゃお父さんが、ママのだんな様なんだから♪ 
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めんつゆって便利な代物だよなあ・・・あれさえあれば、ほとんど料理が出来ちゃうよ。 

 

時任三郎さんが、ご自身のライブで、浜田省吾さんの 「アイアム ア ファーザー」をカバーしたそうです。 

おっ、、、ってことは、「星の指輪」も歌えるのかな？ 

よしよし。。。みおにだんだん、近づいてきたぞ(笑） 

田母神さんが歌うのが先か♪ パパにそっくり、時任三郎さんが歌うのが先か・・・（笑） 

田母神さんは、みおにとっては めっちゃおもしろい いとこのおじさんってイメージなんですが・・・ 

あと、「君の名を呼ぶ｣が好きです。そっか・・・パパ知らないんだよな、この曲。 

 

ヒロちゃんが貸してくれた、爆笑問題の田中さんが書いた 「ＴＨＥ ＧＩＲＬ」 おかしくておかしくて 

胸が痛い、のどが痛い(笑） 

こんな女の子、今どきいないって、田中さん(笑） 

 

 

2009-07-10  痛みに耐えて、いっぱい泣きました。。。 

きのうは首からお尻まで、なぜか背中が痛くて眠れなかったのだ☆ 

だから仰向けに寝られずに、うつ伏せになって寝ました。 おかげで今朝から首筋が痛いのです。 

悪霊さんに とうとう背中を乗っ取られたような痛み(笑） ただの筋肉痛だったらいいんだけどな☆ 

いつか子供ができたら、「ママはハタチの時、こんなに苦しんだんだよ～」って、笑顔で話してあげたいです。 

15 年後ぐらいかな？(笑） でも苦しみは、自分を創る財産に必ずや、なってくれるのではないでしょうか？ 

 

今日はお見舞いのお店の女の子から、昨日発売のＷＩＬＬの増刊号が回ってきました！！ 少し折り曲がってる・・・(笑） 

1 冊まるごと、田母神閣下の特集じゃん！！ すご～い。 心拍数あがりました♪ 永久保存版だねぇ 

表紙にお顔の写真だし、これ女の子 本屋さんで買うの勇気いりますね(笑） 

「きのう、お店行く前にカフェで、ず～っと読んでたの♪おもしろかったぁ・・・」って(笑） 

 

全部は読めてませんが、さかもと未明さんとの対談。中条高徳さんとの 「軍人は戦争をしたくない」がよかったです。 

あと、奥様から友達までの田母神さんの人物評も(笑） 

みおのまわりの女の子 み～んな田母神さんのファンですよぉ・・・ 

２０代後半の女の子は「当たり前じゃん。マスコミが偏ってるんだよ」って、みんな言います(笑）  

さすが茨城、保守王国！！ でも、みおもホントに素敵な方だと思います。 ３つ星だね(笑）  

わたし、人を見る目だけは自信がある。 キャバクラ嬢をなめんなョ(笑） 

私は平和な毎日を作りたいからこそ、そして日本人としてあるべき姿を考えて 田母神さんの考え方を１２０％支持します♪ 

「現実から逃げない。」これがミオのテーマ。 そこを踏まえない理想など、キレイ事、いや偽善なのだ。 

その偽善で、国民の生命財産はもちろん、尊厳も平和な毎日も めちゃくちゃにされたら たまったものじゃない。 

「愛する人たちを守るために戦う」 この気持ちが無くなったら、男も女も終わりです。 

 

８月２９日の鹿嶋市花火大会は行きたいなあ・・・お願いかみさま☆ みおに浴衣デビューさせてください(笑） 

 

痛みには強いけど、かゆみに弱い私。。。 シャワー浴びたいよ～ 助けて！！ 

肝臓さん、腎臓さん、 もっとしっかりしてくださいよ(笑） みお、つらいョ。。。 

 

 

2009-08-01  ななちゃん、センスいいねぇ☆ 

背中が すごく痛い。 きっと背中の筋肉がすべて溶けちゃったのでしょう。 

急にリハビリがんばりだすから、上半身悲鳴をあげてます(笑）  

このまま前かがみの体型になっちゃったらどうしよう・・・ 

 

１リットルのお醤油を飲み干す夢を見た。 

みお 食べ物の憧れを通り越して、とうとう調味料にまで憧れてます。。。 

そりゃあんな、味の無いドロドロミキサー食を７ヶ月食べ続けていたら、そうなるって(笑） 

退院したらすっごい辛かったり、しょっぱいものを おなかいっぱい食べたいなあ・・・ 

 

東京マラソンって(笑） みおちゃん、今日の体重２９，７キロ 歩くの手すりにつかまってやっとじゃん！！ 

自分で自分で、そんなツッコミをいれちゃうョ・・・まったく。。。 

 

「こら！ミオだらしないよ。」 「やる気ないなら 気持ちで負けるんなら帰りなさい！」 

ダンススクールの、あのコワ～イ先生みたいな人がいないと、私やっぱ負けちゃうかもな・・・ 

７ヶ月の間に 負け続けて 弱気の虫に取り付かれてしまって、なかなか前に 一歩を踏み出せません。 
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いくらフルマラソン経験ありといっても、残り７ヵ月、さてどうしましょ（笑） 

それよりなにより、まずは体温を下げないと！！ 神さま。みおを冷やして＊＊ もう、３８度は飽きました・・・ 

沖縄の次の ひとり旅行先は、やっぱ北海道に行きたいです☆ 北風に吹かれて、甘ちゃんのミオの心を、少し鍛えなきゃね！！  

ついでにお刺身定食と じゃがいもが食べたい♪ いくら丼と、いかの塩辛もいいですねぇ。。。 

「目指せ！東京マラソンへの道」 ちなみに高３の時は４時間２０分台だったかな。 

みお、今じゃこんな骨と皮の女ですが、昔はイケイケでブイブイいわせてたのさ(笑） 

 

明日から合宿の、ななちゃんから カエルのぬいぐるみをプレゼントしてもらいました。 

「ママとお義父さんにもとへ帰れますように・・・」って☆  

ななちゃんも いろんな面で無事に(笑） みおの所へ帰ってきてください！！ 

合宿ですからネ！ 遊びじゃないのョ☆  心配だなあ・・・ 

 

いやいや、みおは ななちんのもとへ帰って ななちゃんと暮らしたいです！！ 

あとは・・・お店に、美紀姉ちゃんたちのもとへ帰れますように・・・・ またみんなと働きたいです。 

今思うと １０代の自由なんてわずかしかなかった あの時間こそが 今の私を創ってくれました。 

「教育は 最初は強制！！」 みおと田母神閣下の意見が一致しました♪ やったぁ、超うれしい(笑） 

楽しかったな、、、２００６年最高！！ みおの大切な人たちのもとへ必ず帰るぞ♪ 

パパの腕のなかへ帰るのは、少なく見積もっても あと２０年は待ってほしいです(笑）  ごめんねパパ☆ 

 

 

2009-09-26  おやすみなさい☆ 

今朝は、病院の屋上にやっとの思いで上がったのに、 なんか、すっごい排気ガス臭くて悲しかった。 

いい空気吸うために屋上に上がるのに、これじゃあ、ますます体悪くなっちゃいます。 

ここは茨城だョ！！ 自然を大切に 空気を汚さないでください（笑） 

今流行の、「CO２ 何パーセント減」っていうのは、難しくてどうもイマイチ・・・・ わけわかめな感じのミオですが やっぱり環境は

大事だなあって思いました。 

私のいるところは、車がなければ生活が出来ないけれど 「環境税」や「ガソリン税」みたいな感じで 

車に乗る人は、もっと環境に対して負担をしてほしいな・・・と。 

こんなこといったら、お義父さんやヒロちゃんや お店の女の子に怒られるかしら？（笑） 

 

明日ほのかちゃんが、運動会で一生懸命走って、納得のいく結果が出せますように・・・ 

そして 素敵な思い出いっぱい作ってくれることを祈ってます。 

でも、ほのちゃん？ 明日は「シンケンジャー」見れないね（笑） みおが代わりに観ておきます！！ 

朝だし、学校行く前に観れるかな。 次回のメールは動画期待しちゃいますが(笑） さすがにそれは大変なんで お父さんお母さ

んと一緒に写った写真がほしいな♪ 

胸には一等賞のリボンがついてたら、みお もっとうれしい！！  

 

「あずきバー」の箱の差し入れがありましたもので・・・・中学生以来、久しぶりに「あずきバー」を食べてます☆ 

硬い！！ 冷たい。。。 体冷えるって・・・ 歯が折れちゃうよぉ！！ 

でも、ここを耐えて、少しずつ溶けてきた時の、初めてアイスを噛み切れた・・・あのあずきの食感（笑） 

う～ん。。。ハマりそうだ☆  

長編小説の序盤から中盤の難しい複雑なところを なんとか読みきって 

ラストでトリックが解けて、「信じられない犯人」 そして「さわやかな感動。。。」 

あの感じに似てると思いました！！ な～んちって、みお 料理評論家になれるぞ。。。 

 

国境でもある沖縄の与那国島に、陸上自衛隊を配備することが、 

｢アジア諸国と連携するなか、いたずらに隣国を刺激する施策はいかがなものか」だって。 

なんで日本を守る当然の行為が 「いたずらに隣国を刺激する・・・」ことになるのでしょうか？ 

たとえそうであったとしても、その場合 非は日本にはないはずだ。 

あの防衛大臣おかしいよ。確か田母神さんが国会に呼ばれたとき、最初に まったく国会にふさわしくない 

ピントがずれた 戦前の日本の軍部の話をしたり 田母神さんに喋らせない様に、「言論封殺」した人だ。 

それに「自衛隊誘致」をテーマに掲げた町長選で、誘致賛成の町長が当選したはずですけど。 

こういう「戦争」と「国防」を分けて考えられない、軍事に必要以上のアレルギーを持つ安っぽい考え方が、拉致問題を引き起こし

たのだ。 

 

東野圭吾さんの「新参者」 ゆっくり読んでますが、ちょっと・・・・泣けるんですけどぉ(笑） 

下町のいい意味での繋がりや絆が表現されてて、ステキです。 

｢洋菓子屋の店員」が良かったなあ・・・ ホント短編小説みたいだよ。加賀刑事かっこいい。やさしいね。 

誰が適役でしょうか？ 学生時代は剣道部だし・・・伊藤英明さんがいいな(笑） 
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ママはとうとう、自分で箸を左手ですが 持ってごはんが食べられるようになりました。 

すごすぎる！！ 奇跡だぁ 大きくは開かない口も理解して こぼさないように少量ずつ食べるんだって(笑） 

お義父さんとヒロちゃんと、奈々ちゃんのおかげだなあ・・・ ありがとね☆ 

早くママにも また会いたい。 私のほうが今じゃ手が かかってるかも♪♪ 

背中痛いョ。。。 マッサージ １時間５００円でお願いできませんか？  

みお、宛名書きのバイト 低収入なもんで(笑） 

 

「地に足がついてない」 とは、こういうことを言うのだと自ら感じたのであります。 

捻挫して、しばらくリハビリしてなかったので、一層 歩くのが遅くなってる。 

朝と午後の、屋上まで階段昇るだけで いっぱいいっぱいだよぉ。。。 

芸術的な美脚には まだまだ道は遠いってことですな。 

おっと、その前に、東京マラソンを忘れちゃだめだョ！！  

感動の完走ドキュメントは、半年後「みおボード」にて実況中継(笑）  

 

♪～心の糸が少し緩んだら・・・・泣ける場所をつくってあげる。 泣ける場所をつくってあげる～ 
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2009 年 1 月 4 日  あなたがいたから・・・ 

入院してたんで、４日たちますが、今やります！！ 

こうゆうの、やってみたかったんだよなあ・・・ よくＣＤアルバムのブックレッドの最後のスタッフ紹介（？）の一番下に書いてあるよね（笑） 

 

みなさん２００８年 みおを支えてくれて、パワーをくれてありがとうございました。 

悲しいことも多かった 大変な１年でしたが 皆さんのおかげで、みお頑張って乗り越えられたョ。 

みおの大好きで大切な 尊敬する人たちです！！ 

会ったことある、ないは この際 関係ないぞ（笑） 

 

パパ ママ  みおの２人目のお父さん（笑） ヒロちゃん マキ みずき ラグビー部のみなさん。 

高校時代のお友達のみんな、 最近会えない（笑）愛犬リック。 

素敵な最高の３年間を送らせてくれた、みおの高校。 ななちゃんをよろしくね（笑） 

 

美紀姉ちゃん あやちゃん、お店のホステスのみんな、 

開店当時から支えてくれてる リュウさんを始め、従業員のみなさん。 

 

いつも笑顔をくれる奈々ちゃん おばさん、おじさん 寂しい思いをさせてすみません・・・ 

 

ダンススクールで 出逢った先生お友達、７年間の沢山の思い出。 

いつも優しい言葉をくれる、中学生の時から憧れの、みおに「生きる力」をくれた 光と熱をくれた あさ美ちゃん  

 

守るべき大切な文化 歴史、女の生き方を教えてくれた 凛とした、みおの大好きだったおばあちゃん。 

尊敬する、ひいおじいさま。 命をミオまで繋いでくれた 私の祖先 家族 親戚の皆様！ 

 

竹仲絵里ちゃん、慎司さん、馬場俊英さん、就職先の介護施設のスタッフ 入居者の皆さん、 

 

ＦＭＮＡＣＫ５、土屋滋生さん 澤美代子さん、あいざわ元気さん かおりん 

上柳昌彦さん、ａｉｋｏちゃん 上田昭夫さん 慶応義塾大学ラグビー部 宿沢広朗さん 

みおとパパとの思い出を作ってくれた 深夜放送の楽しさを教えてくれた、石川よしひろさん 

 

「保守」とは何か、「美しい国日本」を作るために体を張って戦ってくださった 安倍晋三先生   

「教育再生」の為に戦う義家弘介さん、尊敬する中山なりあき先生、 

「国を守る」ということを教えてくださった 日本を想う 

素晴らしい論文を書いてくれた 田母神俊雄 前航空幕僚長  

増元照明さん いつまでたっても拉致被害者の皆さんを奪還、救出できない情けない国ですみません・・・  

拉致被害者家族会、救う会のみなさん。 さかもと未明さん、西村眞吾先生 安明進さん 宮嶋茂樹カメラマン！ 

産経新聞 阿比留瑠比さん、金美齢先生 渡部昇一先生 櫻井よしこさん、小野田寛郎さん  

 

ふくだみお、２００８年 死ぬ気でがんばりました・・・・  

皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。 

 

なんだか小学校の、卒業式の言葉みたいだなあ（笑） 

２００９年のみなさんの幸せと健康を、みおはなによりお祈りしております。 

ありがとうございました。 

 

 

2009 年 2 月 1 日  おばあちゃんと、金先生。 

金美齢先生をテレビで拝見したり、著作を読ませていただくと、みおは、亡くなったおばあちゃんを思い出します。 

おばあちゃんも、金先生と同じように、子供に甘いことを言わない人、 

努力、自己責任、そんなものを 小さなころから叩きこまれました（笑） 

そして、周りの人を大切にしなさい！ って言う人だった。 

 

まあ・・・おばあちゃんは、金先生みたいに 外見は怖くないけどさ（笑） 

でも、厳しいことを言う その裏側にある、大きな優しさと愛、  

金先生のそんなとこが、おばあちゃんにソックリなのです。 

 

「みおちゃん、日本っていう国が立派な国だから、こうやって綺麗な教科書も貰えて 毎日お勉強できるんだよ。 

日本に生まれたこと、そして日本という国に感謝しなきゃだめだよ。 

祖先の人たち、おばあちゃんの世代の人や、おばあちゃんのお父さん、おじいさんの世代の人が みんなで頑張ってくれたから、

立派な国になったんだよ。心の中で感謝しようね。」 
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こんなことを入学式直後の 小１のみおに言ったおばあちゃん。  

当時はわけわかりませんでしたが（笑） 今は、わたしの核になってる言葉です。 

ありがとうね☆おばあちゃん、  みおは今日２０歳になりましたよ♪ 

 

現代の目線で考え方で、過去の日本、必死に生きた方々を したり顔で評論し批判して、 

過去の時代背景、当時の人々の考え方すら不勉強で、 

そして今の日本の欠点ばかりを批判することに 快感を覚えてるような人たち、そんな奴らが多すぎるョ 

ああいう連中には吐き気を覚えます・・・ 特に「○ーパー○ーニング」に出てるような人たち（笑） 

 

「我々国民の・・・」とか、みお、ちゃんちゃらおかしいです。 あんたと一緒にされたくないんですけど・・・・ 

自称ジャーナリストやコメンテーターなら、「ＷＥ」じゃなくて 「ⅠTHINK～」 で話す勇気も無いのかしら。 

あれ、、、英語の使い方、あってるかな？（笑） 

みおが母親になったら、子供にワイドショーなんて、小さいうちは絶対見せないね。 

 

私も、金先生やおばあちゃんのように、もちろん今 苦しいこと おかしなこと いっぱいあると思うけど 

それでも、日本という国は あらゆる面で恵まれて、チャンスのある・・・立派な 素晴らしい国だと思うのです。 

 

金先生の「日本に格差などありません！」（ＷＡＣ文庫） は、痛快でした！！（笑） 

みお 大賛成です！ 田母神さん、渡部昇一先生に続いて 私、金先生大尊敬＊＊ 

そばにいて、時々甘ったれたことを言うミオに 怒って気合を入れてほしいな（笑） 

 

爆笑問題の大田さんの、政治バラエティ（？）にも良く出ておられてます。 

まあ・・・みおは、ああいう番組は、反体制 反権力気取りのバカなタレントと、 

庶民ぶってる 国会議員しか出ないから 

正直大嫌いなんですけど・・・・（笑） 現実も見ず、実にくだらないしさ。 

よく金さんが、若いタレントとかが、生意気な口を叩くと 一喝するのが おもしろくて、おもしろくて（笑） 

 

太田さんも、残念ながら みおと国家観も戦争に対する考え方も違うけど、 でも、みおはラジオっ子なので 

昔から、火曜日深夜のラジオは タイマー録音して（笑） 中学生の時から聴いてました。 

日曜日の友近さんとの、お昼の番組も面白いなあ・・・ 

 

その中で昔、太田さんが金さんのことを 田中さんに 

「あのおばさんは怖い！！ 若い奴とかみんな怒られると・・・」って言ったあとに、 

「でもね。金さんの楽屋に行って、差し入れして 鏡に写った金さんに、ホント美人ですねぇ・・・ 

僕、惚れちゃいそう・・・ って言ったら、ニコッ。。。としたんだよ。あの瞬間は、金さん 女の顔になったね！」 

って話がおかしかった（笑） 

 

金美齢氏の、歯に衣着せぬ講演録と人物評  

台湾人 金美齢氏が語った 日本人への苦言  

 

おばあちゃん、みおを 辛いときも支えてくれてありがとう。 

中学生の３年間は、おばあちゃんのおかげで、がんばってこれたよ！  

「こんな小さな子、働かせるんじゃない！」 って、いつもママと喧嘩して、味方になってくれました。 

ゆっくり休んでね！！ おばあちゃんに恥じない、おばあちゃんの教えを守って 

みおは立派な、凛とした女の子になります！！（笑） 

 

 

2009 年 2 月 8 日  こんな日曜日の過ごし方♪ 

映画 「ビューティフルガールズ」（９６年米）をビデオでみた。 

青春時代を共に過ごした、学生時代の仲間が、３０歳を目前にして 人生にふと迷ってしまう・・・というストーリー 

「セント・エルモス・ファイヤー」と、「愛という名のもとに」を、足して２で割ったような感じでしょうか？（笑） 

 

ビューティフルガールズ  

 

「レオン」の、ナタリーポートマンが １３歳で まだあどけなくて、すっごくかわいかった♪ 

「５年たったら１８よ。もっともっと綺麗になるわ。」って、 

雪景色の中 主人公ウィリーを誘惑するところが、みお 胸きゅん。。。でした（笑） 

 

「こんな大人になりたかったわけじゃないんだ。」って、ラストでトミーが涙するシーンは、 
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なんだかみおも、胸が痛かった・・・ みおも、いつまでも過去の楽しかった 輝いてた時代ばかり忘れられず、 

２０歳の女の子として、少しも前に進めていない不安があります。 

 

そういえば以前、お店行くときに来てた、あったかいスポーツブランドの ロングジャンパー 

背中には、「○○ＲＵＧＢＹ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ ２００６」 って、みおの母校のやつ（笑） 

みお的には、仲間にしてもらえて、一員になれたことがうれしかったんだよなあ・・・ 

 

「みお、まだそれ着てるの？」 って、ヒロちゃんに あきれられたもん 

「みおちゃんいつまでも 昔の思い出ばかりに浸ってたら だめですよ！」 って、おばあちゃんなら言いそう。 

金美齢先生も きっとそう言うでしょう（笑） 

 

でもさ・・・退院できないんだもん。 しょうがないじゃん！！ 

 

この物語に出てくる男性たちは、綺麗で華やかな女性に、一瞬 心を奪われそうになるけど（笑） 

結局は、近くにいる女性の大切さに気づく・・・ってお話。 

あと・・・音楽が素晴らしい！！ あと、お酒を飲むバー（？）めっちゃかっこよかった＊＊  

ザ・アメリカ 古きよきアメリカって感じ♪ 

「女の子はいつだって、誰かのビューティフルガール♪」 って、サブタイトルが素敵です☆ 

 

夜は テレビ朝日系列の、１９８８年１０月１９日の 「近鉄対ロッテ」 特集番組をみました。 

うわぁ・・・みお、まだ産まれてないじゃん！！ 

以前、パパが残してくれたドキュメントのビデオを 何度も見たことがあるから、 

ストーリーも結末もわかってたけど、 

あらためて、興奮して感動して、泣いちゃいました。。。 

最近わたし、涙腺がゆるくなったぞ（笑） 

伝説の試合、観てみたかったなぁ・・・  

引き続き、１０．１９の話（笑）  

 

３８度から熱が下がりません。 今年の冬は寒くないな・・・と思ったら、みおが熱かった（笑） 

２０歳の女の子なのに、お洒落もお化粧も出来ないョ・・・ 

２００９年に 出来るだけ長くみおを、お風呂に入れない 病院の「嫌がらせプレイ」だ（笑） 

そんなコースも、オプションもいりません・・・・ 

 

今日は少し、頭が痛かったです。  

テレビの見すぎ、パソコンのやりすぎかな・・・ 

今日の 尊敬する阿比留さんのブログの内容には、ひさびさ みおの血が騒いだぜ＊＊ 

阿比留さん・・・みお入院中☆ 血圧上がっちゃいますよぉ。。。（笑） 

 

 

2009 年 5 月 12 日  今日のミオ！ 

今日、病院の先生から 体の中の機能の数値や症状について説明がありましたが、残念ながらまだまだ 改善が見られないとい

うことでした。 

高熱も声が出ないのも、もちのろんで☆ 多臓器不全って病気が原因らしいけど、とても日常生活を送れる数値や症状では無い

そうです。 

あ～あ・・・ またミオ 退院試験 落第しちゃったよ☆  

そろそろ手術の魔の手が迫ってくる気が・・・いやです、もう手術はしません。だって、こないだの失敗だったじゃん(笑） 

みおのサービスショットを、先生に見せるのは、パパが許可しないと思うのョ☆☆ 

 

「あんた大学、何年通う気！」 「だいじょうぶ。７年まで通えるみたいだよ。」 「ばか！親不孝もいいかげんにしなさい」 

そんなドラ息子の気持ちは、こんな感じなんでしょうな(笑） ていうか、みおは高卒だぞ♪ わかんない。 

 

２年生になって奈々ちゃんの、授業がハイレベルになって 勉強量が圧倒的に増えてしまった姿をみて 

みおの母校に来たことが、ホントによかったのかと いろいろ考えてしまった。 

青山で、ワイワイキャーキャーやってたほうが、奈々ちゃんにはよかったんじゃないかなあ・・・ 

 

でも、去年１年は、すっごく楽しかった。いやされた・・・あと、受験のとき、美紀姉ちゃんの車で 

深夜 笹塚から鹿嶋まで、あのドライブも ホントに楽しかったよね奈々ちゃん！ 

ななちんは、みおの誇りの従妹です♪ 

がんばるんだよ～ がんばらなきゃ幸せはつかめないからね～ 疲れたら いつでも病院で待ってるからね～ 

「がんばらないでいいよ」なんて、キレイ事言うやつは、１００％嘘だから騙されないように！！ 
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本音を言えば、週１のお見舞いは寂しいです(笑） うそうそ、ごめん、、、 

 

これでやっと、２年前の夏と、屈辱の９月 12 日の仇は少し取れたかな。ざまあみろだ(笑） 

元気だったら、ヒロちゃんや奈々ちゃんと乾杯するんだけど・・・ 

また、いつの日か、陽のあたる場所に立つ姿を見てみたいと思います。 

そのときは、ミオは何をしてるのかなぁ？ ママだったりして！ キャリアウーマン？(笑） 

それとも、実家のお店、２店舗目オープンの責任者だったりしてね☆ 

その頃には、ママも元気でいてほしいです。 

 

「ＷＩＬＬ」今月号の ミオが尊敬する大好きな金美齢先生の、文章を今日読ませてもらいましたが 

さすが！ すばらしいです。共感します。 

今のこの世の中で、あの手の人たちに異論を言える金先生は素晴らしいと思いました。他に誰が出来るでしょうか？ 

みおも、もちろん本当に苦しんでる方々は救ってあげたいと思いますし、純粋な思いで救済しようとされてる方は尊敬しますが 

金先生の意見と同じように、努力の足りない うさんくさい人たちも、かなりいると見ている。 

 

結局、湯浅さんのおっしゃる「溜め」という言葉が、金先生とは全く考えが違うんでしょう。 

みおは、１２０％ 金先生の意見に賛成します。私だって苦しいこと、死ぬほど辛い事など山ほどあった。 

だけど現実から逃げずに、その時可能な選択肢の中で 最善の方法で生きてきたから、今、病気になっても 

これだけお店の女の子が助けてくれるのだ。あの時もし、逃げたり好き勝手、自分のやりたいようにやってて 

今、私を助けてくれる人がどれだけいただろう？ 

「溜め」は、自然に溜まるものじゃなく、自分の努力で日々、溜めてゆくものなのだと、私も思います。 

 

でも、みおは 元ひきこもりなので(笑） ひきこもりとニートなんて呼ばれる人たちは、資金的な面でも精神的な面でも 救済して

あげなきゃって思うんだよなあ・・・ 

金先生、わたし甘いですかねぇ？(笑）  

ホント 亡くなったおばあちゃんに言うことも考え方もそっくり！ うれしくなっちゃいます。 

 

中山ひでゆきさんのファンです！ 毎日お昼は、あの明るさに癒されてます(笑） みおの考える「庶民的」っていうのは 

ああいう人を言うのだ。お金のある、なし、じゃないんだって。 みおのお店のガールたちも、お客さんで来てくれたら楽しいだろう

ね・・・って言ってました(笑） 

正義を振りかざしたり、庶民を気取ったりする奴は大嫌いだけど、中山さんが時々 ニュースとかで怒るときのポイントが、みおと

いっしょで嬉しいです(笑） 

 

よくいるパターンの、不勉強なくせに、したり顔で反体制を気取ったりしないしね(笑） 

「おもいっきり、ドン！！」 ポーズ覚えなきゃ！！ でも群馬ご出身だから、茨城の敵だなあ♪ 

 

今日はリハビリデイ！ 少し歩けるようになった気がする。 

ほのかちゃんが、一緒に手すりの横で歩いてくれたり、先で待っててくれて・・・ 

「ミオちゃ～ん。。。もう少しだよ～ がんばって！！」って(笑） 

「ひとつ屋根の下」の最終回の メインシーンの あんちゃんになった気分です！！ 

ご褒美で、「地下の売店でお菓子を買ってきていいよ。」って２００円あげました！ 

食事制限無くて、うらやましいなあ・・・  

みお 今日３８．５度、もう慣れたぞ！！ わたし熱い女。ホットガール＊＊ 

これから暑くなるのにどうなるんだろう・・・ 

 

 

2009 年 9 月 4 日  分相応の女の子☆ 

午後２時間 水戸のティップネスに行ってリハビリするって言ったら(笑） 外出許可もらえるかなあ？ 

この ど田舎から、さて、何時間かかるでしょうかね☆☆ 

「どうやって通うの？」って聞かれたら、みお 反論できなくて泣きます。。。  あ～あ・・・水戸の病院に運んでくれればよかったのに(笑） 

 

午前中に検査で一階の部屋に行ったら、カレーのにおいがしました☆ 

匂いにつられて、お見舞いの人や外来の人も利用できる 食堂の前まで行ったのだ♪ 

みおちゃんったら、とうとうワンちゃんになっちゃったのね。 これ新種の「みおいじめ」だよ(笑） 

カレー食べたいなあ・・・  当たり前だけど、２００９年一度も食べてないです。  

よし！ サイゼリヤ、安楽亭に続いて、ココ壱番屋も 退院したら行く店にリストアップしとこうっと。 

 

「分相応」という言葉が好きです。 

病室に辞書は持ってきてないので詳しい意味はわからないけど、まあ、今の自分の立場、収入に見合った 

実力のはるか上を望まないということだろう。 
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今の私はお仕事をすることもできないし、宛名書きの仕事のお給料５０００円が  

悔しいけど「分相応」なんだろうなあ・・・ 

昔、ホステスの時のお給料と比べてしまいそうになって 屈辱感に（笑） 陥ることもありますが、 

これが現実なのでしょうがないと 我慢しようと思った。 

 

水商売の家の娘だから手伝った。これも「分相応」だね♪ わたしいい子(笑） 

 

今、格差なんて金切り声で叫んでる人のほとんどが、「分をわきまえてない」と言えると思う。 

８００円の時給の実力しかない人が、１０００円以上のバイトしか探さなかったり 

１８万円の実力の未経験者が、２５万の職を求めたり・・・ 

そりゃ仕事は見つからないよ。世の中そんなに甘くない。 

最初は妥協して我慢して、実力をつけてステップアップしてゆくものだ。 

 

私、中学生のときダンスオーディションは何回も落ちたことあるけど、自分に実力がないからだと・・・ 

「格差」とか「不平等だ」なんて思ったことないけどね(笑） 

 

ということでひとつ最近感じたことは、人生経験も 社会経験も少ない２０代の若造が、 

国政で代議士になるなんて・・・・そんなことができるわけないと思うのです。 

２０代といったら 会社でも役職すらつけないと思うし 

何一つ結果を出してない人が、国民の代弁者なんかになれるはずがないと思った。 

分をわきまえろ・・・って言いたいですね。 

ほとんど公募で 論文と面接で立候補できて、そりゃ当選した苦労は認めますが。。。 

 

スペシャリストや、それなりに結果を出した人、仕事をしてきた人が落選して 

若いってだけで、美男美女ってだけで、また「庶民」をひけらかして当選できちゃうんだもん。 

あほらしい・・・おかしいって思わない神経を疑います。 

 

みお、金美齢先生とお話してみたい！！ 弟子入りしたいなあ(笑） 

 

 

2009 年 10 月 1 日  未来のこどもたちへ・・・ 

時間が経つのが早すぎて、恐ろしくなります。あんなに、「暑い。。。熱い」言ってたのに、もう秋だ。 

まあ、みおは高熱ガールなんで、涼しさなんてまったく感じないんですけどね。 

今年も残り３ヶ月。まったく予想がつかない３ヶ月。 年末どんな私でいるのか、不安でたまらない。 

怖いなぁ・・・・ 恐ろしいなぁ・・・・ みおの２０才を返してよ(笑） 

 

♪～明日が見えずに暗闇が続くこの街で、やみ雲に走ってきた・・・ 

捻挫も治って、さあ、目指すは東京マラソン！！  

ライバルは病気じゃない。自分の弱気と、半年後の東京ビッグサイトのゴールなのョ(笑） 

その前に、抽選に引っかからないと・・・ 

 

あさっての土浦の毎年恒例の花火大会、開催してくれたら ヒロちゃんとななちゃんとママとお義父さんの４人でいくみたいです。 

空の雲さんたち、泣くのは日曜日まで待ってくださいって♪ 

みお、ママにも花火を見て元気になってほしいし、お父さんには疲れをいやしてほしいし、 

そしてなにより、奈々ちゃんの水着 あっ・・・間違えた。浴衣が見たい☆ 

ほのかちゃんも、お父さんとお母さんと一緒に行くそうです。今のうちにいっぱい甘えておいたほうがいいョ(笑） 

 

金美齢先生、八木秀次さん、渡部昇一さんの新刊の対談本、「日本を懺（ざん）する人々」 

さすがに、みおの尊敬する お三方だけあって、わかりやすくて鋭くて、素晴らしかったです！！ 

思わず何度も、「そう！」って、声を出したくなって、そのたびに喉から胸に激痛が走るという(笑） バカなみお。 

今年の、こういうジャンルの本では、圧倒的なＮＯ１だなあ・・・ またひとつ素敵な本に出合えました。 

知らなかったこともあったし、とっても勉強になった。  

みおはやっぱ、たとえ少数派でも、この本のような考え方や、お三方を支持します！ 

金美齢先生だいすき。 あとがきの文章は思わず、目頭が熱くなりました。 

ひいおじいさまも、きっと喜んでることでしょう。 

 

７年後の子供たちのためにも なんとか東京オリンピック開催が決定されますように・・・ 

世界一流のプレー、雰囲気 そういうものを画面を通してではなく、目の前で見ることがどれだけ 

子供たちに勇気と希望と、夢を与えるか・・・そして大人のみなさんにも毎日の活力になるか 
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多くの外国の皆さんが日本を訪れてくれれば、国際交流にもなるし 日本の文化や伝統をＰＲできるのだ。 

 

だいたい反対派の人たちの意見には夢が無いんだよ(笑） 

「膨大なお金がかかる」とか、｢税金の使い道としてふさわしくない」とか、 

今さえよければいい、自分のことしか考えてない・・・・偏ってると言われようが 私にはそうとしか思えません。 

 

物事は縦軸で見なさいと、おばあちゃんに教わりました。  

今 現在の横軸の視点だけではなく、過去そして未来のことも 縦軸の視点で考えること・・・ 

そして、今 生きている人だけのものではなく、先輩方や 未来に生まれてくる子供たちのものでもあると。 

 

リオ・デジャネイロにやらせてあげたら・・・・っていうのは、やさしいようで偽善だよそんなの(笑） 

開催候補国の人たちは皆、自国の人々 子供たちに夢をみせてあげようと、必死になって戦っているのだから。 

みおは、そんなにスポーツファンでも、２０１６年に生きてるかもわかんないけど、 

それでも多くの日本のひとたち、特に子供たちに 感動を味あわせてあげたいと思います。 

 

 

2009 年 10 月 11 日  秋 みおがいるよ♪ 

先週の雨の一週間と共に、みおの心も晴れなかった。 

洗濯も怠けてたら、土日にタオルやらシーツやらいっぱい。。。自分で洗濯する患者さん みおだけデス！！ 

変な生活だと自分でも思う・・・高熱で声が出なくて 背中が痛くて（笑） だるさもあるけど  

若さからなのか、なんとか日常生活はできてるし、リハビリは最近、かなりサボってますが♪ 

女性としての気をつけることとか、オシャレとか まあ・・・先生のご厚意のおかげですが、病院で私服でいるのが そもそもおかしいのです

（笑） 

この前お店の女の子に、「とても入院してる女の子には見えないよ。」 ってホメていただきました☆ 

「一緒に働こうよ。 みおの接客また教えて！」 って 危険な誘いといっしょに（笑） 

 

「筆談ホステス」って本も貸してもらって、すごく感動しました。 みおはあそこまで頑張れる自信ないけど、 

自分を表現するには色んな手段が、たくさんあるんだと感じた。 

声のリハビリをあきらめたわけではありませんが、 みおももっと、字をうまくなろうっと！！ 

お手紙とか書くの・・・はずかしくて はずかしくて（笑） 

ちなみに簡単な絵なら自信あるもん！！ ほのちゃんと病院でコミュニュケーション取るときは、筆談プラス  

絵を使って ほのちゃんにも 「みおちゃん 絵描くの速くて上手だねっ」って喜んでくれました。 

 

このままでいいのかなあ。いいわけないのはわかってるけど、退院ＯＫしてもらえない以上 

なんにも わたしの力で物事をスタートすることができないのが悔しいです。 

病院では元気な部類だけど、日常生活を送るには危険な病気や臓器の数値ってことかしら。 

なんだか、「友達以上、恋人未満」みたいな 歯がゆい感じ（笑） 

 

昔は自分が未熟だったり、自分自身も幸せじゃないのに 「誰かの応援をする」とか 「人のために生きる」っていう考え方が  

どうもシックリこなかった時期もあったけど、 

今は誰かの為に生きてみたい・・・とか、いっぱいお金を稼いで 人のシアワセのために お金を使いたい なんて思います。 

それは、みおのまわりにいる大切な人たちはもちろん、 募金とか世界で苦しんでる人にも。 

中学生の時からずっと働いてきて、最初は気まずいのと自分に自信が持てなくて始めましたが、 

カンボジアの女の子とネパールの男の子に毎月、募金させてもらって 

みおが高校卒業して社会人になるころに 大きくなって感謝のお手紙を貰ったときは 本当に感動して泣きました。 

経済大国の日本人は、自分の出来る範囲で 外国の苦しんでる人たちに手を差し伸べることが必要だと思った。 

 

中川昭一先生のご冥福を 心から申しあげます。 ホントに悲しいです。悔しいです。 

みおにとっては、安倍晋三さんと同じく、日本の為に働いてくださる 真の強い 立派な政治家さんでした。 

 

吉永みち子さん、なかにし礼さん みおはテレビで見てたけど、「弱い」だの 「おぼっちゃん」だの 亡くなった方にあまりにも失礼じゃあり

ませんか？ 

「恥を知れ 非常識コメンテーター」って怒りでいっぱいです。批判ばっかのあんたたちに、何がわかるんだよ 

 

金美齢先生の事務所より、ブログのほうに励ましのメールをいただきまして感激しました。 

どうもありがとうございました。 みおはこれからも金先生を応援して 大ファンです！！ 

がんばって大きなお部屋に住んで、本棚を買って金先生の棚を作りたいな（笑） 

 

この時期になると、なぜかダンススクールに通ってたころとか、お仕事もらって イベントで踊ったこととか 

高３のラグビー部 全国大会予選の日々を思い出します。 
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そして、あの時わたしの隣にいてくれた かわいい女の子たちは今でも みおの友達でいてくれてる。 

みんなありがとう。 ダンススクールの友達で同じ高校に進学した由香里のおかげで 

ヒロちゃんやみずきと 接点のないはずのダンサーのさやかも 今じゃごはん食べたりの親友だし☆ 

みお、いろんな人をつなげるキューピットになれてるョ（笑）  

お店の女の子たちと、奈々ちゃんやヒロちゃんも なぜだか時々、みお抜きで焼肉行ってるしさ♪ 

 

そういえば写真のポーズをとるときに 時々、腕を上げるクセ（？）があるんですが 

 

「さすが、元ダンサー」って、この前 美紀ちゃんに言ってもらえてうれしかったです（笑） 

でももう、腕の筋肉無くなっちゃったよぉ！！ ここだけの話、７月に腕相撲、ほのちゃんに１勝３敗でした。 

ほのちゃんのスタミナが切れた４試合目に、なんとか勝ったという ずるい女のみおであります☆ 

大人げないよ～ それでもまだ、ほのちゃんは みおの応援団でいてくれるの！ ありがとねっ♪ 

 

もう９ヶ月以上、屋上以外 病院から外に出てません。 

外を歩くって、道を歩くって どんな感じだったっけ？（笑） 退院したら まず目指すは鹿嶋のドトールだ♪ 

アイスカフェラテと ホットドッグみたいなやつが食べたいのさ＊＊ 

みお、ホットドッグだいすきです。 大食い選手権に出たいぐらい！！（笑） 

 

 

2009 年 10 月 18 日  夜中に体をかじられた・・・（笑） 

いつものことですが、腹水がたまったらしく おなかや下腹部がぽっこりです。。。 

いや、おなかはきっと 栄養失調だからだ（笑） 食べたい・・・ おしょうゆやだし汁を舐めてみたい♪ 

想像するだけで、うれしくなって よだれジュルジュルです。。。 

腎臓の影響でおしっこが、あっ間違えた（笑） 尿が出なくなると辛くなる。 体が重くなってだるくなる。 

「塩分NG」って、先生。 現代医学は塩分をしっかり摂ることが大切って 石原ゆうみ先生も言ってますョ！！ 

過度の塩分不足が低体温と、体の冷えからくる体調不良を招くって。 

あの理論は、みおにとって 素晴らしい発見だった。 それ以来、「塩分を控えるように」っていう論者は信用できなくなった。 

でも、みおは高熱だから、これ以上塩を摂って 体を温める必要はないのかぁ・・・（笑） 残念！！ 

 

昨日は背中が痛くてうつぶせで寝ました。 原因不明の背中の痛み♪ 

あと、起きたら右のお尻だけ異常に痛かった。 こういうとき、しゃべれない私は、先生や看護婦さんにどうやって 

伝えたり表現したらいいのか悩む。 筆談だけじゃ、うまく伝わらないよ。 

誰かが寝てるミオの お尻をかじったな！！ ねずみだけにミニーちゃんかしら？ ななちゃんのおみあげの新生ミニーちゃんがやってき

たことで 一番端っこに追いやられたカッパ君の仕業かな？ 

だからぁ・・・ 落ち着いたらちゃんと、ベッド上での場所取りオーディションするって言ってるでしょ！！ 

パパのくれた古株ミニーちゃんは、今までのティーンの私をずっと見守ってくれたし、主催者推薦枠で一次予選はシードしますよん☆ 

 

大塚愛ちゃんの「さくらんぼ」 高校生の時にカラオケで９５点出ました！！ 

早口で、めっちゃ難しい♪ でもステキなＨＡＰＰＹな歌ですネ あんな歌が歌えてたんだなあ・・・今のみおには信じられないよ。 

ＣＨＵ－ＬＩＰ を振りつきで歌いたいのです。あの歌だいすき、愛ちんかわいい。歌詞共感します！  

みおは「パパにそっくり」な、時任三郎さんに惹かれて大ファンですぞ（笑） 

最小級のカロリーで、最大限の美味しさが欲しいよねっ☆☆ 「すらっと」を飲むのは退院してからだい＊＊ 

 

将来的には、ママには多少不自由でも、ゆっくりとでも両手が動かせるようになって 

簡単な家事とか・・・いや、またお店で働いて欲しい。 きっと、あの場所に行けば、もっと元気になるはず。 

そんなことを、この前 美紀ちゃんも言ってた。「あのお店は、麻由子さんのお店だから 今は預かってるだけだよ」って 

かっこいい～ 詩人だねぇ（笑） 

調理場は忙しいから難しいかもしれないけど、仕込みとか お酒揃えたり、ソフトドリンク作る担当でもいいよね。 

ママがんばって！！ もっともっと、元気になろう（笑）  

 

今は国家に固執する時代じゃなく、これからはどんどん国際化、グローバルスタンダード、「地球人」として人種や国境の壁がなく生きてゆく

べき・・・みたいな異見、朝日新聞とかでよく見ますが、 

みおは絶対に、そちら側の意見には賛同しないし、 「なに言ってるんだか」って思うんだけど（笑） 

 

もし１００歩譲って、私が「日本人であるより地球人 東アジア人」 「国境も人種も無いんだ」 そうゆう意見を持ったとしたら、転向したとしたら 

海外旅行に行ったとき、旅先でパスポート捨てると思います。そして言うと思う。 

「私は、建前は日本人だけど、日本人である前に、平和を愛するアジア人 地球人です。助けてくれますよね？」って。 

「国家は悪」、「国家は国民を守ってくれない」って言うのなら、旅先でパスポートを捨てられるはずだ。 

日本大使館の力なしで、そこからもたくましく生きてゆけるはず。 きっと平和で友愛精神にあふれる日本以外の世界各国は手を差し伸べ

て、助けてくれるんでしょうね（笑） 
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ここまでするのなら、みおはサヨクの人やリベラルの人も 考えは違っても心の底から大尊敬します。 

 

パスポートが一番 はっきりとそうゆうことがわかりますが、みおは 国家というものがまずあって 国家によって国民が守られている そし

てそれがどれだけ幸せなことであるか。恵まれていることか・・・ 

しっかりと胸に刻んで これからも感謝の気持ちを忘れずに生きてゆきたいと思いました。 

金美齢先生がよくする、日本のパスポートがどれだけ恵まれてるかって話。あの話 みお初めて聞いたとき すっごく勉強になって感動し

ました。 

 

ほのかちゃんの次の挑戦は、11月第３日曜日の展覧会と学芸会だそうです。 

学芸会では、「魔女2号」の役をもらって、台詞もけっこうあるみたい！！ 観にいきたいなぁ・・・ 

1８世紀のイギリス 悪い魔女たちが、心のきれいな村長さんと触れ合うことで 少しずつ更生していって 

村の発展と村民の幸せのために力をあわせるって、オリジナルのストーリーなんだって（笑） 

歌もいっぱいある、ミュージカルみたいです。 ほのちゃんが悪役かぁ・・・まあ、悪役がいなきゃストーリーは締まらないもんね♪♪ ほの

ちゃんの歌声、また聞きたいな。 

 

あったかいお風呂に入りたい。 自分で体拭いたり 水道で頭洗ったり泡まみれになるの（笑）もうあきた！！ 

だって、廊下の水道だし笑われるんだもん！ 10か月分の汚れを洗い落としたいです・・・ 

 

 

2009 年 11 月 25 日  アナログが抜け切らない。。。 

「次、アムロちゃんだから！！ しゃべっちゃだめだよ～！！ （鼻の前に人差し指 立てて） シーッ。。。」 

「（録音ボタンのスイッチＯＮ） カチャ。。。」 

 

♪～ゴールゲートくぐりぬけて今、風になる～ 海へ続く光るハイウェイを南へ 遠ざかる街のノイズ・・・ 

（太陽のＳＥＡＳＯＮ） 

 

「アツシ、みお～ ごはんできたよ！！」 

「え～ ママ、喋んない約束じゃん！！ 声入っちゃったよぉ。。。 どうしよう・・・」 

 

・・・・今のキッズの方々にこんな話をしても、わかってもらえないだろうなあ。アナログです。 

「夜ごはん前の ラジカセの悲劇」 です♪ ちなみに高校時代みずきに話したらわかってくれたけど 

ヒロちゃんは、どうも全体像を理解できないみたいだった（笑）  

 

そんなみおでも、切符を駅員さんが手でハサミで切ってたって言うのが信じられません。 

だって駅員さんが入るスペースなんか無いじゃん！！ 高速道路みたいに小屋っていうか、屋根があって個室になってたのかな

あ？ 朝なんて、すっごい行列じゃないんでしょうか？ 会話とかしちゃったりして。  

「お兄さん、寝グセすごいよ～」  「お客さん、酒臭いなあ・・・」  「駅員さん、今度食事しない？」 

う～ん。。。 むずかしい  イメージできない＊＊ 

そんなみおも、おばあちゃんちにあったから 黒電話は知ってる。 かけたこともある！！ 

 

ラグビー同点かぁ 悔しい（笑） でも、すっごくいい試合でした。 ホント前半から目頭が熱くなった！！ 

ウイングの三木選手って、やっぱすごいね。 チーターみたい（笑） 小さいけど強くて足が速くてさ♪ 

残り２０分はほとんど、ゴール前のディフェンスでしたが、本当にタックルが低くて力強くて 

見てて今年は少しも不安にならなかったもん。 タックルしたあとの２人目、３人目のサポートが素晴らしいなって思いました。 

早稲田大学の強みの、早い球出しから 外に大きく振るプレー、ほとんど出させなかったんじゃないでしょうか？ 

逆に前半の慶応の２つのトライは 早稲田のお株を奪う、最高のトライだった。 

 

あの強気で冷静な中竹監督の顔が少し、終了間近に慌てた動揺した顔でインカムで話してるシーンがテレビに映ってびっくりした。 

みおもむしろ、あそこでＰＧを狙われて、４点差にされたほうが遥かに怖かったし、そうなったら逆転されるのも覚悟しましたが。 

 

大学選手権で再戦するとしたら、準決勝、決勝だそうです。  春の早慶戦も同点、今回も同点。 

今の４年生が１年生の時の新人戦も同点だったみたい☆ もはや運命、ドラマの世界だぁ（笑） 

 

「スクールウォーズ」の川浜高校が日本一になった時に 秋の国体で最後の最後で同点に追いつかれた・・・あのシーンを思い出

しました♪ 

 

早稲田は、平尾、大八木の同志社大学以来の「３連覇」をかけたシーズン。 

その同志社が３連覇を決めた時の決勝戦が、あの「伝説のスローフォワード」と言われた慶応との死闘☆ 

ヒロちゃんの家は、お父様がラグビーミュージアムを作ってるもので（笑） 試合見せてもらいました。 

１０－６で同志社リード、試合終了寸前に、同志社ゴール前 慶応ボールのスクラムからサインプレーでトライ・・・のはずが、最後
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のパスが「スローフォワード」って判定されて、 

なんかの本で読みましたが、慶応前監督の松永監督は、「あれはスローフォワードじゃない」って今でも思っているそうです。 

 

こんな素敵な言葉もあった。  

元オーストラリア代表の名選手 神戸製鋼でも活躍されたイアン・ウイリアムスさん☆ 

「あの素晴らしいプレーが スローフォワードと判定されるなら、ラグビーをやる子供達がいなくなってしまうよ」 

 

その時の監督が上田昭夫さんで、弟分ともいえる林監督が当時４年生で 今は監督の立場☆ 

なんか運命を感じるぞ♪ 今度は準優勝じゃなく優勝がいいな（笑） 

慶応は ２００１年以降、大学選手権を含めて 対早稲田、１分け１０敗 今年こそ早稲田に決着をつけてくれると信じています。 

決勝で早稲田に勝って泣いている選手の皆さんや、林監督を観るのが、みおの夢です（笑） 

 

産経新聞１面の、「ひなちゃんの日常」って すごくいいね！！ ひなちゃん超かわいい。 

最近はあの、言葉の軽い「脱税総理」や  パフォーマンス極まりない、「事業仕分け」に みお相当、頭に来てるので（笑） 心が

いやされてます＊＊ 

小さかった時のななちゃんや、ほのちゃん ああいう かわいらしさがいっぱいありました。 

 

「恵まれた家庭に育ったもので・・・」って、 あんな発言、安倍さんや麻生さんがしたら、 鳩山総理のような お金の問題を起こし

てたら、マスコミや世論は、こんな静かに暖かく見守ってたでしょうか？ 

だから、マスコミなんて ほとんど偏向してるし、世論なんて「クソくらえ」って、みおは思うのです。 

金美齢先生・・・ あの人たち なんとかしてください（笑） 

 

入院生活、高熱 病気 辛いです。。。 最近、うつになった＊＊ 手術またがんばる！！ 
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2008-08-13  これだけは絶対にゆずれない。 

ひいおじいさまは、おばあちゃんに、お父さんに会いたかったら、九段の靖国神社に来なさい。 

いつでも見守ってるからね。と、戦地から、お手紙を送ってきたそうだ。 

みおが、中学生のとき、実際にお手紙を 何通も見せてもらって その文面から伝わる優しさと、愛情の深さに 感動して泣いてし

まったことを、今でもよく覚えてます。 

 

みおのひいおじいさまだけではない。様々な本を読めば、多くの、あの時代を必死に生きた人々が 母親や、兄弟や恋人、残して

ゆく人々に対して、 

「今までありがとう。自分は国のために戦って先に行くけれども、どうか元気でいてください。 

靖国神社で待ってます。九段に会いに来てください」と、書き残している。 

 

ところが・・・６０年以上たった現在。 靖国神社を戦争の 悪の象徴のように言い 

国のトップが国のために戦った方々を、節目節目で慰霊し、敬意を表すことは 他国ではどこの国でもやっている国際常識である

のに、総理大臣の靖国参拝を批判し、政治運動に利用している勢力や、新聞があるのだ。 

 

したり顔で、そういう人たちは言う。 

「靖国神社には、Ａ級戦犯が祀られてるから、総理大臣が参拝することは、戦争を反省していないことになる」 

ああ・・・無知というのは恐ろしい（笑）  

 

昭和２７年 ４月２８日にサンフランシスコ講和条約が発効されて 戦争状態が終結すると 

国会はただちに、連合国によって戦犯とされた人々の名誉回復に取り組んで、 

昭和２８年 ８月には、全会一致で「遺族援護法」を成立させ、 

戦犯とされた方々も、「国内法では罪人とみなさない」 として 

戦争で亡くなられた方々と同じように、遺族年金 忌慰金も支給され 一般の戦没者と同じように 

「昭和殉難者｣｢法務死」として名誉を回復された。 

 

社会党の堤ツルヨ衆院議員。 

「戦犯とされた方々の遺族は、国家の補償も受けられないでいる。 しかも英霊のみなさんは靖国神社の中にさえ祀ってもらえな

い。このことを大変憂いております。」 

土井たか子さん 福島みずほさん、社民党のみなさん あなたたちの先輩のご発言ですよ。 

自分たちの党の歴史と、何を発言したかぐらい、覚えとけって(笑） 

 

このころ、他国に収容された方々や、国内の戦犯とされた方々を釈放せよ という一般市民の署名は 

４０００万名にものぼったそう。間違いなく当時の方々は、連合国によって「戦犯」などとされた人々に 

しっかり敬意を表していたんだって、みおは感動しました。 

 

この事実よりも、馬鹿なみおの、高校生の授業で習ったレベルでも、 

講和条約が結ばれた時点で、捕虜は釈放されて、戦争裁判の効力は無くなる 

いわゆるチャラになるというのが、国際社会の常識なのだ。 

Ａ級戦犯とされた方々は、死刑となった方もいるし、みな刑期をまっとうされて責任をとられた。 

刑罰が終了した時点で、受刑者の罪は消失するのが、まともな国家の考え方なはず。 

もう犯罪人ではない。それでも犯罪人と言うのなら、そんな国は民主主義国家じゃないよ。 

 

ましては・・・・戦勝国が自らの戦争犯罪は棚にあげて、日本のみを「事後法」で裁いた 

リンチ 報復裁判と言ってもいい「東京裁判」の判決だし。 

外国人が言うならともかく、日本人でもありながら、自分たちの世代が偉そうに 現代の解釈で 

過去の時代や人々の評価や歴史判断をしたり そういうやつら虫酸が走る。 

 

そうすると・・・・Ａ級戦犯は分祀すべきだ という意見も出てくる。 

あの・・・祀られてる英霊の方の魂を、どうやってすべて、他の神社に お引越ししてもらうんでしょうか(笑） 

無知にも程があるね。 骨が埋められてるとでも勘違いしてるんじゃないの。 

お前たちは連合国が決めた戦犯なんだ。ここに祀られる資格はない・・・など 

ぬくぬくと生きてる現代の人間に 誰一人言う資格はないと思います。 

 

靖国神社を弱体化させたい連中は、無宗教の国立追悼施設を作って、誰もがわだかまりなく参拝できるようにするべきだ。 

っていうのも、一見正論にみえて、実は偽善に満ちてると、みおは思う。 

無宗教で、どうやって、英霊を祀るんでしょうか？亡くなった方々の霊や魂を信じるという、前提があって 

はじめて追悼って言えるんじゃないですか？ 

追悼するのに、なんの宗教儀礼もしないの？そんなところに どうやって魂が宿るのかなあ？(笑） 

ばかばかしい。勝手に石をたてて、お墓ごっこしてる小学生と同レベルだ。 
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朝日新聞は、靖国神社に総理大臣が参拝することは、アジアの人々が悲しむと言うけれど 

中国韓国 北朝鮮以外で、激しいトーンで参拝を批判した国など、みお聞いたことがない(笑） 

ほとんどの国は、｢当たり前の行為だ」と理解を示してくれていると聞く。 

むしろ、靖国神社を、自らの思想のために利用してるのは、朝日新聞なんじゃないの(笑） 

昭和６０年までまったく存在しなかったらしい ｢靖国問題」を ここまで大きくしたのは 

朝日新聞と、社会党だと、多くの方が指摘していたのを何回も読んだ。 

いつものことながら、まったくもう・・・(笑） 

 

何度でも言おう。戦争で命を落とした方を、参拝したり敬意を表すことは、「戦争を美化している｣のではなく 

どこの国でもしている当然な行為であり 

外国のかたがたの意見によって、総理大臣や日本人が 行ってはいけない場所などあっていいはずがない。 

他国が口を挟む筋合いじゃないのだ。 

ましては、国のため 「公｣のために命を落とした方々を 国民の代表である総理大臣や国会議員が 

｢私的｣にしか参拝できない。 独立国家なのに、こんな屈辱的なことがあっていいはずがない。 

 

今年はママの介護があるから、ひいおじいさまには逢いに行けなかったけど 

ひいおじいさまの、可愛い孫のママが元気になったら、みお、靖国神社に逢いにゆくからね。 

ひいおじいさま。みおがんばります。 ママに力をください。お願い助けて！！(笑） 

ゆっくり休んでください。 

 

阿比留さんのブログの今日のエントリー。よかった(笑） 安倍さんが参拝してくれてうれしかったなあ。 

当然のことだけど、やっぱ、さすがだ(笑） めったに人を信じない、みおが信じた人だけあるな(笑） 

 

 

2008-08-22 考え方、かみあわないだろうなあ・・・ 

ジャーナリスト上杉隆さんの新刊「ジャーナリズム崩壊」 (立ち読み！！）に、みおの尊敬する産経新聞の阿比留さんが また載

ってた（笑） 

 

＜安倍政権崩壊時に、自身のブログで失意の念を綴った、産経新聞の阿比留瑠比記者など、政治権力との距離感を忘れた  

古いタイプの派閥記者といえる・・・＞ 

 

それに対して・・・(笑） 

「また最近、某政治ジャーナリストの新刊に、私は古いタイプの派閥記者と書かれてましたが・・・・ 

(略） この方は著書や雑誌で繰り返し、私の名前を出しているわけですが、 

一度も会ったことも話したことも、もちろん取材を受けたこともありません。不思議だなあと思います」 

 

「私はジャーナリストである前に、日本人として仕事をしたいと思います」 

 

「そもそもジャーナリズムとは何か、何のために記者になったのか。そういうことであれば 彼とも議論なり意見交換したいと思い

ます。本当に正しい、これしかないというものが目の前にあったときにそれから距離を置くことに何の意味があるのか。また、その

置いた距離とは何なのか。世の中を少しでも良くしたいと思わないのか？ （略） マスコミ以上の権力が、日本にあるのか。とい

うことも」 

 

う～ん。。。おもしろいなあ！！阿比留さんかっこいい！！(笑） 

上杉隆さんの「官邸崩壊」にも、阿比留さんが まるで安倍政権の広報的な役割として 

「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活動家なのだ・・・」なんて書かれてたしね(笑） 

 

みおはこう思う。「マスコミは権力を監視 批判しなければ」とか言う人多いけど、 

そうゆう「反体制」を気取って、「何でも反対」的なやつが、みおは一番嫌いなのだ。 

改善策や対案を出さずに、批判することほど楽なことはない。 

じゃあ、本当に正しいことを、時の政府や総理大臣がやったとしても、背中を押すことなく批判するのだろうかと？ 

 

少なくとも、みおは 当時の ワイドショーも新聞も、あの異常とも言える 「安倍批判」の嵐のなかで 

産経新聞と、阿比留さんのブログを読まなければ、正確な情報はつかめなかったし、 

安倍前総理の正しい仕事ぶりを 一番しっかり伝えてたのは、産経新聞だったと思う。 

偉ぶって知識をひけらかし、下手に中立を気取る人間よりも、自分の信じるものや、正しいと思うことを、 

記事を通じて世の中に広めようとされてる 阿比留さんはかっこいいと思ったなぁ(笑） 

 

みお、上杉さんも悪い人じゃないと思うけど、阿比留さん支持デス(笑） 
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2009-01-04  あなたがいたから・・・ 

入院してたんで、４日たちますが、今やります！！ 

こうゆうの、やってみたかったんだよなあ・・・よくＣＤアルバムのブックレッドの最後のスタッフ紹介（？）の一番下に書いてあるよね（笑） 

 

みなさん２００８年 みおを支えてくれて、パワーをくれてありがとうございました。 

悲しいことも多かった 大変な１年でしたが 皆さんのおかげで、みお頑張って乗り越えられたョ。 

みおの大好きで大切な 尊敬する人たちです！！ 

会ったことある、ないは この際 関係ないぞ（笑） 

 

パパ ママ  みおの２人目のお父さん（笑） ヒロちゃん マキ みずき ラグビー部のみなさん。 

高校時代のお友達のみんな、 最近会えない（笑）愛犬リック。 

素敵な最高の３年間を送らせてくれた、みおの高校。 ななちゃんをよろしくね（笑） 

 

美紀姉ちゃん あやちゃん、お店のホステスのみんな、 

開店当時から支えてくれてる リュウさんを始め、従業員のみなさん。 

 

いつも笑顔をくれる奈々ちゃん おばさん、おじさん 寂しい思いをさせてすみません・・・ 

 

ダンススクールで 出逢った先生お友達、７年間の沢山の思い出。 

いつも優しい言葉をくれる、中学生の時から憧れの、みおに「生きる力」をくれた 光と熱をくれた あさ美ちゃん  

 

守るべき大切な文化 歴史、女の生き方を教えてくれた 凛とした、みおの大好きだったおばあちゃん。 

尊敬する、ひいおじいさま。 命をミオまで繋いでくれた 私の祖先 家族 親戚の皆様！ 

 

竹仲絵里ちゃん、慎司さん、馬場俊英さん、就職先の介護施設のスタッフ 入居者の皆さん、 

 

ＦＭＮＡＣＫ５、土屋滋生さん 澤美代子さん、あいざわ元気さん かおりん 

上柳昌彦さん、ａｉｋｏちゃん 上田昭夫さん 慶応義塾大学ラグビー部 宿沢広朗さん 

みおとパパとの思い出を作ってくれた 深夜放送の楽しさを教えてくれた、石川よしひろさん 

 

「保守」とは何か、「美しい国日本」を作るために体を張って戦ってくださった 安倍晋三先生   

「教育再生」の為に戦う義家弘介さん、尊敬する中山なりあき先生、 

「国を守る」ということを教えてくださった 日本を想う 

素晴らしい論文を書いてくれた 田母神俊雄 前航空幕僚長  

増元照明さん いつまでたっても拉致被害者の皆さんを奪還、救出できない情けない国ですみません・・・  

拉致被害者家族会、救う会のみなさん。 さかもと未明さん、西村眞吾先生 安明進さん 宮嶋茂樹カメラマン！ 

産経新聞 阿比留瑠比さん、金美齢先生 渡部昇一先生 櫻井よしこさん、小野田寛郎さん  

 

ふくだみお、２００８年 死ぬ気でがんばりました・・・・  

皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。 

 

なんだか小学校の、卒業式の言葉みたいだなあ（笑） 

２００９年のみなさんの幸せと健康を、みおはなによりお祈りしております。 

ありがとうございました。 

 

 

2009-01-11  相変わらず、しぶといねぇ（笑） 

例の「女性国際戦犯法廷」を取り上げたＮＨＫのドキュメントが、 

安倍晋三 中川昭一両氏の、ＮＨＫに対する政治圧力によって 主催者側の望まない改変のされ方をした・・・ 

という、「今さら、その話題 まだやってんの？」 って、みおなんか思ってしまうけど（笑） 

 

ＢＰＯ（放送倫理、番組向上委員会）が、あらためて、不当な圧力 改変があったのか審議に入るという記事を読んだ。 

去年、最高裁で、主催者側のバウネット・ジャパンの敗訴が確定してる。 

もう、この問題が世間を騒がせてから ちょうど 4年になるのに、あらゆる手を使う 

あちら側の人たちの「執念」、「意地」には 

みお、敵ながら（笑） １８０度思想の違う、ぜったいに歩み寄れない人たちですが、 

まあ、たいしたもんだね。 

 

さて、みおの浅い知識で、記憶してる程度のことを振り返ります。 

連中の茶番劇に、真面目に付き合うつもりはありませんので、１００％正確とはいきませんが。 
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２０００年、１２月８日から３日間。市民団体「バウネット・ジャパン」が 東京の九段会館で 

「女性国際戦犯法廷」という、簡単に言えば、「裁判ごっこ」をした（笑） 

戦時下の日本を糾弾するのはもちろん、一番の要は 昭和天皇を 

「天皇ヒロヒトを性奴隷の罪において、死刑に処する」 という判決をだし、その判決がでたとたん 

会場内は、歓喜の拍手と喜びの涙で、抱き合う人たちであふれたそうだ・・・・ 

 

朝日新聞は、他紙と比べても異常な割合で、この裁判を紙面に取りあげ 

この裁判をとりあげた、ＮＨＫのドキュメントが、放送直前になって、あまりにも偏向した内容だと言うことで 

ＮＨＫ幹部の自主判断によって、表現のきつい部分が削られた。 

 

２００５年の１月１２日。朝日新聞は 安倍、中川両氏が NHK 幹部を呼びつけ 番組改変の圧力をかけた。 

と大体的に報じましたが、何一つ 具体的な圧力の証拠を示せなかった。 

まあ・・・こんなとこでしょうか？（笑） 実にくだらない。ばかばかしいね（笑） 

 

まず、この裁判ごっこには、日本軍、昭和天皇を弁護する弁護士役の人間すら いなかったと聞いています。 

また、この裁判を、批判的なスタンスで取材しようとした産経新聞の記者さんは、入り口で 

屈強な男性に入場を断られた・・・と。 

検事役の人間には、北朝鮮の工作員、２００５年当時でも 日本への入国を禁止されてる男が担当していたそうだ。 

 

いつものことですが北朝鮮、韓国、朝日新聞、国内の反日勢力が繋がった、見事な連係プレーだこと（笑） お見事だね。 

 

１００歩譲って、思想の自由、集会の自由は みおも認めよう。 

だけど、所詮 裁判ごっこであり とても歴史に残るものとはいえない。 

 

意見の違うものは受けつけない。批判を認めない。 これだけで、この裁判が茶番であり 

天皇陛下を侮辱するのはもちろんですが、 

とても公共放送の番組として 許されるものではなく 削られるのは当然のことだ。 

 

ＢＰＯ（放送倫理番組向上委員会）という団体も、みおはなんか、うさんくささを感じる（笑） 

「ＷＩＬＬ」で、山口県光市の母子殺害事件で 孤独な戦いを続けていらっしゃる、本村洋さんが手記で 

この団体が、この事件の裁判にかかわった、いわゆる人権派弁護士たちの強い申し出によって  

「少年を取り上げたテレビ番組が偏向していた」 という結論を、判決前に出してきたことに不快感を表していました。 

美緒が思うに、こんなの最初から結論ありきの「出来レース」でしょ。 

どういう人たちで構成されているか知らないが、いわゆる反体制、リベラル系な思想の人たちで固められてるに違いない。 

阿比留さん、調べてくれないかなあ？（笑） 

 

こういう連中が、自分勝手な正義を振りかざすと 未来は危ない。言論の自由すら無くなるな・・・と感じます。 

人権擁護法案にも、そのうち繋がってしまうのではないでしょうか？ 

 

しかしこのときの、安倍さんの迫力、強さは みおは今でもはっきり覚えている。 

 

「まあ昔、サンゴ事件というのがありましたね。あの時も朝日新聞は 認めるまで３６日かかって 今、３０日ちょっと過ぎてますが

（笑） そろそろ、そういう間違いがあればですね。間違った点はちゃんと認めるべきだと思いますね。」 

 

「あの時社長は辞めたわけですから、そうすると安倍さんが今、おっしゃってるのは 朝日新聞の社長は 

あと何日かでやめるべき。と聞こえかねないと・・・ 

これは、圧力とかいう議論をするとき、やっかいな事じゃないでしょうか？」 

 

「（あきれて） それは全然関係ない！！ 今のはとんでもない話ですね（笑）」 

 

「圧力を、どう受け止めるか・・・という ま、それは・・・」 

 

「この問題は 私が提示したんじゃなくて、１月１２日に書いたのは朝日新聞ですよ！  

書いた朝日新聞が、事実をちゃんと述べるべきだと・・・で、間違ってるんだったら、間違ってるんだったらですね。 

それを認めるべきだと言ってるのが、何で圧力になるんですか？（苦笑） 

そうなると 私はこれから、こういう問題については、何の反応もできませんね。」 

 

「（中略）・・・ですからたとえば、筑紫さんと考え方の違う人もですね。ちゃんと出して、それで公正な議論がされなければ それは、

まともな報道番組とは言えないと思いますよ」 
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・・・・この時は、みお。 お店のテレビで見てた。 思わず拍手しちゃったもんね（笑） 

隣にいたお客さんが、「俺、アベは好きなんだよ。久々に骨のある、毅然としたマトモな政治家が出てきたね！ 

ソフトな口調で、きつい事、しっかり主張するのがいいじゃない」 って言ってました（笑） 

 

あとあと、報道ステーションで、加藤千洋さんと大激論になったとき、加藤さんが 

検事役の工作員と 「おかしいですね・・・私、一緒に食事したことありますよ」的な 間抜けなコメントしたときに 

安倍さんが あきれた微笑みを浮かべて 

「彼らはそうやって、マスコミの皆さんから取り入って 工作していくんです。 

まあ・・・加藤さんにはご存知ない世界だと思いますが......」 って反論したとこがよかったです(笑） 

 

しかし、あそこで勝ってしまった分、総理になられてからの 異常なまでのマスコミの 敵意を むきだしにした 

「反安倍キャンペーン」に繋がってゆくんだろうなあ。 

あちら側の連中を 初めて本気にさせた・・・ってトコでしょうか？ 

しかし安倍さん以外に、左翼、リベラル勢力と喧嘩できる まともな政治家が一体何人いるっていうんでしょうか？ 

みおが子供を生むころには、まともな日本に、普通の国になってほしいと思っています。 

 

 

2009-02-08  こんな日曜日の過ごし方♪ 

映画 「ビューティフルガールズ」（９６年米）をビデオでみた。 

青春時代を共に過ごした、学生時代の仲間が、３０歳を目前にして 人生にふと迷ってしまう・・・というストーリー 

「セント・エルモス・ファイヤー」と、「愛という名のもとに」を、足して２で割ったような感じでしょうか？（笑） 

 

ビューティフルガールズ  

 

「レオン」の、ナタリーポートマンが １３歳で まだあどけなくて、すっごくかわいかった♪ 

「５年たったら１８よ。もっともっと綺麗になるわ。」って、 

雪景色の中 主人公ウィリーを誘惑するところが、みお 胸きゅん。。。でした（笑） 

 

「こんな大人になりたかったわけじゃないんだ。」って、ラストでトミーが涙するシーンは、 

なんだかみおも、胸が痛かった・・・ みおも、いつまでも過去の楽しかった 輝いてた時代ばかり忘れられず、 

２０歳の女の子として、少しも前に進めていない不安があります。 

 

そういえば以前、お店行くときに来てた、あったかいスポーツブランドの ロングジャンパー 

背中には、「○○ＲＵＧＢＹ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ ２００６」 って、みおの母校のやつ（笑） 

みお的には、仲間にしてもらえて、一員になれたことがうれしかったんだよなあ・・・ 

 

「みお、まだそれ着てるの？」 って、ヒロちゃんに あきれられたもん 

「みおちゃんいつまでも 昔の思い出ばかりに浸ってたら だめですよ！」 って、おばあちゃんなら言いそう。 

金美齢先生も きっとそう言うでしょう（笑） 

 

でもさ・・・退院できないんだもん。 しょうがないじゃん！！ 

 

この物語に出てくる男性たちは、綺麗で華やかな女性に、一瞬 心を奪われそうになるけど（笑） 

結局は、近くにいる女性の大切さに気づく・・・ってお話。 

あと・・・音楽が素晴らしい！！ あと、お酒を飲むバー（？）めっちゃかっこよかった＊＊  

ザ・アメリカ 古きよきアメリカって感じ♪ 

「女の子はいつだって、誰かのビューティフルガール♪」 って、サブタイトルが素敵です☆ 

 

夜は テレビ朝日系列の、１９８８年１０月１９日の 「近鉄対ロッテ」 特集番組をみました。 

うわぁ・・・みお、まだ産まれてないじゃん！！ 

以前、パパが残してくれたドキュメントのビデオを 何度も見たことがあるから、 

ストーリーも結末もわかってたけど、 

あらためて、興奮して感動して、泣いちゃいました。。。 

最近わたし、涙腺がゆるくなったぞ（笑） 

伝説の試合、観てみたかったなぁ・・・  

引き続き、１０．１９の話（笑）  

 

３８度から熱が下がりません。 今年の冬は寒くないな・・・と思ったら、みおが熱かった（笑） 

２０歳の女の子なのに、お洒落もお化粧も出来ないョ・・・ 
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２００９年に 出来るだけ長くみおを、お風呂に入れない 病院の「嫌がらせプレイ」だ（笑） 

そんなコースも、オプションもいりません・・・・ 

 

今日は少し、頭が痛かったです。  

テレビの見すぎ、パソコンのやりすぎかな・・・ 

今日の 尊敬する阿比留さんのブログの内容には、ひさびさ みおの血が騒いだぜ＊＊ 

阿比留さん・・・みお入院中☆ 血圧上がっちゃいますよぉ。。。（笑） 

 

 

2009-03-29  品の無い対応。 

捏造ジャーナリスト（笑）上杉隆さんの週刊文春の記事は、みおも読みましたが、 

今度という今度は、よほど腹に据えかねたのでしょう。安倍元総理が、ホームページ上で 

上杉さんの記事がいかに、でっちあげで捏造であるか 

写真を提示して また会場で取材されていたマスコミの方々の証言なども載せて 

見事に反論されています。 よしよし、いいぞいいぞ（笑） 

 

この方は、みおも少し誤解してたようだ。 誤解というのは、言葉の使い方が逆なのかな？ 

なんだ・・・とんでもない奴じゃん！ 

 

上杉隆氏の記事が、またアレだという指摘について  

上杉氏の「アレ」な記事に関する続報  

安倍晋三事務所から、上杉氏への反論  

 

謝罪要求 自称「保守政治家」を哂う 万国の自称ジャーナリスト（JJ）分裂せよ （反撃開始）  

 

上杉隆氏の、低次元なレッテル貼り癖について  

 

上杉氏の反論は、まったくバカな私には理解できませんでした。 

ここでなぜ、靖国問題での安倍総理の対応が出てくるのか？論点のすりかえもいいところだ。 

あれれ・・・上杉さんって 総理大臣の靖国参拝支持派でしたっけ？ そんな記事読んだこと一度も無いけど（笑） 

そして、官邸崩壊のラストでも、ご自身で安倍総理の退陣を迫ってるじゃん。 

それなのに今になって、退陣を批判するのは、これはほかの連中にも言えることですが まったくもってフェアじゃない。 

むしろ、「辞めてくれてありがとう」って言う人のほうが、まだ私は 考え方は違っても信頼できると思います. 

そんなことより早く、週刊文春の記事が事実だという証拠、安倍事務所が提示した５つの質問に答えろって（笑） 

 

また上杉さんは今までに何度も 国が難病に指定している安倍元総理の持病を 茶化し揶揄した記事を書いている。 

捏造ジャーナリストはもちろん、人間性も？な人らしい。 

何でこんなやつが、まるで正義の味方、庶民の味方みたいな顔で よくテレビに出てるんだろう。 

 

阿比留さんに対しての批判は、はっきりいって ４０歳のいい年した大人とは思えない、 

非常識で下品な まったく根拠の無い 悪意に満ちた中傷だと思います。 

まあ、いい年して、「ＫＹ」とか「ＪＪ」なんて言ってるような人だからねぇ。。。 

 

ちなみに、みおが阿比留さんに、「官邸崩壊」に書かれてあることは 実際の所はどうなのか、 

作り話とまでいかなくても、まったく脚色は無いのか、質問させてもらったところ お忙しい中ご回答をいただけて 

うれしかったです。 ありがとうございました。 

 

＜・・・・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 

また安倍政権が出来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

異議 異論があります。また、この本の中でい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。」 

 

阿比留さんがよく、おっしゃってる 「私に直接取材されたことも 会ったことすらないのに あちこちで名前を出されて、いいかげ

んなことを話されてる」 っていうのを聞くと、 

正直、よくテレビで拝見しますが ちょっとおかしな人なのかな・・・って思いました（笑） 
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去年の終戦記念日に、靖国神社で阿比留さんが来たことを知ると、大急ぎでその場を立ち去った・・・って話がおかしかった＊＊ 

ここまでいうなら、反撃が楽しみだ。逃げないでね（笑） 

 

普段記者クラブを批判しながら、フリーでありながら自分の立場が悪くなると「週刊文春」の傘の下に隠れ、 

「週刊文春を通じて、回答は出している。」 などと開き直るところ(笑） 

回答書のＨＰでの公開を拒否する所、自分にやましいところが無いのなら おかしいと思いませんか上杉さん？ 

立証責任は書いたほうにあるはずだ。 

確定申告、転居で忙しくて反論出来なかった・・・とは笑えます。  

遠まわしに、稼いでることを自慢したいみたい♪ 

 

みおは阿比留さんを支持する。２００６年の夏からずっと文章を読ませてもらってきて 

偉ぶらず、とても誠実な方だと思うからだ。かといって、わざと一段低いところに自分を置いて 庶民ぶったりもしないしね。 

こう見えても、ホステス経験あるミオは 人を見る目だけは同世代の子よりはあるつもりです。 

痛い目いっぱいあったからなぁ(笑） 

 

 

2009-08-16  鎮魂 風化招く代替施設 （１６日産経新聞 引用） 

長く「戦没者慰霊の中心施設」とされてきた靖国神社が、代替となる国立追悼施設建設構想が またも浮上したことにより、その位置づけを

 危うくされかねない状況にある。 

民主党の鳩山由紀夫代表は、１５日の記者会見で 「戦争で亡くなられた方の追悼に関して、必ずしも大きく争点化はしたくない」と述べた上

で、矛盾する言葉を付け加えた。 

「天皇陛下が安らかに参拝していただける施設が必要ではないか。国立の宗教色のない追悼施設を視野に入れながら 党として取り組ん

でいくべきではないか。粛々と行いたい」 

民主党では岡田克也幹事長も 熱心な追悼施設推進派だ。政策集「ＩＮＤＥＸ２００９」でも、 

宗教性をもたない新施設の設置に取り組むことをうたっている。 

とはいえ、宗教性がなく 「魂」の存在しない追悼施設が どれだけ国民の心を慰め 誰が喜んでそこに行くというのだろうか。 

国立・無宗教の新施設構想は、福田康夫前首相の官房長官当時の私的懇談会も 平成１４年に建設を堤言したが、自民党内で猛反発を受

けつぶれた経緯がある。 

だが、実はこの構想は、「Ａ級戦犯分祀論」と並び、それ以前から 何度も浮上しては消えた 

「亡霊」のようなアイデアなのだ。 故 藤波孝生元官房長官は、かつてこの構想について、こう語った。 

「中曽根内閣のときも非公式に検討したが、それでは解決にならない。鎮魂は国家の基本だが、 

国民は靖国こそが、戦没者追悼の中心施設だと思っている」 

１５日に靖国神社境内で開催された 戦没者追悼中央国民集会では、民主党の新施設構想の批判が続出。 

日本会議の三好達会長（元最高裁長官）は、こう訴えた。 

「『靖国で会おう』と誓いあった 英霊の心を踏みにじるもので、言語道断だ」 

一方、鳩山氏は１５日発表の「終戦の日にあたって」との談話で、先の大戦について 

「悲惨で愚かな戦争」と簡単に総括し、「民主党政権は過去の歴史と正面から向き合い・・・」と記した。 

安倍晋三元首相は１５日の参拝後、「英霊に 尊崇の念を表するためにお参りした」と語ったが、 

鳩山氏の言葉には、中国や韓国への配慮はあっても、英霊への思いは うかがえない。 

新施設建設への安易な推進は、日本のために一身をささげた英霊の鎮魂を 国民の目から遠ざけ、 

風化させることにつながりかねない。                     （阿比留 瑠比） 

 

・・・・・みおの、ひいおじいさまは、「悲惨で愚かな戦争」で死んだんじゃないんだよ。 

「日本を守りたい。一人でも多くの人々、女性や子供たちを守りたい。」と、  

５０年後１００年後の日本の発展を祈って、信じて  

戦いに行ったのだ。 なんなら、膨大な資料、手紙のコピーを鳩山事務所に送りましょうか？ 

ホント、なんでも現代の解釈で判断して、なんら当時の考え方、世界情勢 そうゆうものを考えようともしない 

こんな人が総理大臣になったら、ひいおじいさまや英霊の方々は、なんのために命をかけたのかと、悲しくなります・・・・ 

それと、無宗教で どうやって霊を祀ったり、慰霊するのでしょうか？ どうやって靖国神社からお引越ししてもらうのかしら？ 

無宗教だから宗教儀礼なしで、花も供えず、手もあわせないのかな？ そんなところにどうやって、英霊の方々の霊が宿ってくれるのか？ 

最低限の知識も持たない、不勉強にもほどがある。 ちなみに福田官房長官の懇談会では、新施設では「慰霊も顕彰もしない」と はっきり

言っていた。  

今の平和と安眠をむさぼって生活している私たちが、現代の価値観 画一的で善悪二元論な考えで 判断できるほど、そんな単純な話で

はないのだ。 
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2009-09-18  腹八分目でいいから、食べてみたいの♪♪ 

今年１年、固形食を食べてないぶん、（隠れてコソコソ、食べてるけどさ・・・・笑） 

「噛む」という行為を しっかりしてないのです・・・  

唾液の分泌が減っちゃうよ～ 先生、そっちのほうも考えてって（笑） もうミキサー食はやめましょう♪ 

だから、よだれの出るようなことを考えてみました。 おいしいご飯を思い浮かべて☆ 

今日も１F の食堂に行って、ジュースで１時間粘る。。。いやな客みおちゃん（笑） 

やっぱり、あのオムライスが一番、おなかが鳴ったなあ・・・ でもあの和風ハンバーグも、きっと素敵だョ☆☆ 

大根おろしさんったら、かっこいいっ！！ 

 

ヒロちゃんが、花火のビデオをくれました☆ ホントにただ、ヒロと奈々ちゃんが女の子２人で 

花火をしてるビデオと、あとは花火大会のビデオを編集してくれました。 

深夜の病室のテレビデオで見ながら、夏の終わりを感じましたぜ。  

ちなみに傍らには、コーラとハーゲンダッヅ。 大人になるって すばらしいねっ！！ 

 

Ｓｕｐｅｒ ｆｌｙさんの「恋する瞳は美しい」って カラオケで歌ってみたい♪ けっこう、みおの声質ならイケそうな気がするんだけどな

あ・・・ いい曲です。かっこいい。 

あと みおが大好き川島海荷ちゃんの ９ Ｎｉｎｅ（ナイン）の 「ＨＡＰＰＹ×２ＥＹＥＳ」が歌ってみたいです。 

超きゃわいい☆ ああいう曲調 大好き。 カラオケで盛り上がりそう・・・ななちゃん一緒に歌いませんか？(笑） 

はやく声が出せるようにならなきゃね♪ 

 

判決が確定した死刑囚の 死刑執行のサインができない法務大臣は、憲法違反で職務怠慢、失格だと思います。 

そんな人間は 大臣の職を辞退するのが筋なのだ。 あの女、みおの敵だな。  

人権救済機関設置 その他も含めて、みおの目線では相当な危険人物だと思いました。 

私、死刑廃止論者と、国歌斉唱で起立しない人だけは、どんなにいい人でも認めない。 軽蔑します。 

 

しかも、有名な話ですが、北朝鮮による日本人拉致事件の実行犯であり、横田めぐみさん拉致にもかかわったとされる シンガン

ス元死刑囚の 韓国大統領への「助命・釈放嘆願書」にもサインした国会議員の一人だ。 

ちなみに、管直人さんもね。 極めてまぬけな議員たちを忘れない  

阿比留さんが、ＮＨＫで全国放映されてた鳩山総理大臣の 就任記者会見で見事にこの問題を質問して「よし いいぞ！！」って

思った（笑） さすがです。 

 

なんか精神的に ここ 2，3 日疲れてしまいました。 体調悪すぎ（笑） 

体力的な疲れなら、何度も何度も・・・10 代のころは乗り越えてきたんだけどなぁ・・・ 
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2008-08-01 高校野球を美化しすぎだ。 

女子高生に暴行した野球部員が逮捕された桐生第一高校が、甲子園出場出来るって、 

はっきり言って、ちょっとおかしいんじゃないの？ 

昨日から、「一部員の問題で、必死にがんばった他の選手に責任を押し付けるのはかわいそう」 

的な、ものわかりのいいふりをした、組織というものをまったく理解していない 馬鹿な連中の意見ばかりだけど。 

 

今日のとくダネで、小倉智昭が 

「今はねえ、こういう時代じゃないんですよ。かつては連帯責任を負わされて、東都大学リーグでは、 

痴漢行為をした部員がいた大学の野球部が、翌年下部リーグから という罰を受けたことがありますがね。 

諸さん、もうこういうの、おかしいよね」 

（諸星裕 桜美林大学教授） 

「時代は変わりましたね。今は （出場させるべきという意見も含んだ） 

議論が出てきただけまともになったと思います」 

 

こいつら、はっきり言って、みおの敵だ。一言も被害にあった女の子を気遣ったりする発言もない。 

小倉のような意見を言うやつがいるから、性犯罪がいつまでたっても減らないのだと思います。 

 

みおは高校時代はラグビー部の女子マネだったけど、１年のときから常にミーティングで 

「自分の行動に責任を持て。愚かな行為をしたら、部の全体の責任になるんだ」って 何度も口を酸っぱくして言われてきた。 

 

全国優勝もしてる高校なのに、その程度の教育もされていなかったのだろうか？ 

３年前にも暴力事件を起こしたそうだし、地元の評判も悪いそう。きっと、その程度の高校なんだろう。 

 

高野連の人の、「かかわった部員も一人。ベンチ入りもしていない。直接部活動に関係ない時間帯」って発言も、なんと無神経で

非常識な発言だろう。 

レギュラーじゃなく、部活をしてない夜の時間で １人だったら何してもいいんだな。 

たかが甲子園と、女の子の傷の代償と みおは、はるかに女の子の方が重いと思います。 

喫煙や飲酒と、性犯罪を同じ土俵で考えてるんじゃないよ。馬鹿じゃないの。 

 

自分のことしか考えてない連中が、なんと多いことか。 

「他の部員にまで責任を押し付けるのは忍びない。なんとか甲子園に出場させてもらいたい」と懇願した 

あの校長も頭おかしいんじゃないかと思った。 

高校生にもなって、無言でマスコミの前を通り過ぎる野球部員も、厳しいようだが一言、謝罪の言葉があってもいいんじゃないの？ 

君たちの仲間だったんじゃないんですか？ 団体競技で、その程度の絆しか作れなかったのかしら？ 

 

高校野球を美化しすぎだと、みおは思う。甲子園に出るやつだって、いい人もいれば、悪い奴もいるのだ。 

こんな高校、即刻出場停止にすべきだよ。 

厳しいけれども組織に属するということの意味。 

絶対に許されない犯罪があるということを理解するためにも、厳罰に処すべきだったと、みおは思います。 

 

甘い！ 物わかりのいい大人を装う奴はホントむかつくよ。 

つくづく、おかしな国になったなと思います。戦前の日本のほうが、今よりはるかにまともだったと思うな。 

ルールを守れない人間や組織に、スポーツをする資格はない。 甲子園で、はやく負けることを祈る。 

 

 

2008-08-09 海猿 

「海猿」 映画もドラマも、みお大ファンです。 また映画を作ってくれるみたいで、超うれしい！！ 

 

映画はやっぱ、短時間で見せ場を作らなきゃいけないから、壮大な感があったけど 

みおは０５年の連続ドラマが素晴らしかったと思います。 

海を守る男たちの生き様と共に、不安に苛まれる家族や恋人の姿も、待つことの辛さもきちんと描いていて 

それでも、信じて背中を押すところが、すごく女性としても共感できました。 

伊藤英明さん演じる仙崎大輔の彼女の環奈（加藤あいさん）も、最初は不安になったり 理解してあげられないのに 

どんどん強くなってかっこよかったです！ 

女はこうあるべきだ！って思いました(笑） 信じて支えて 背中を押してあげることが大切なんだって、みお感動した！ 

 

仙崎が、海上保安官になって、横浜の巡視船「ながれ」に派遣され、 

仲村トオルさん演じる池沢と組まされて、最初は 相手にされず罵倒されたり、しごかれてたのに、 

だんだんと２人の間に 信頼と絆が生まれたところで、海の上で暴漢に撃たれて殉職しちゃうとことか、 

「池沢さんパパになるんでしょう？ 死んじゃだめだ！！」って、 
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大輔くんが必死に心臓マッサージするとことか もう悲しくて悲しくて・・・・ 

せっかく赤ちゃんも生まれたのに・・・・って、みお何回見ても泣いちゃいます。 

船の上で目を閉じた池沢さんの目と、生まれたばかりの赤ちゃんの目が、 

そっくりだと思ったのは、私だけかなあ？ 

 

あとパパを思い出しながら・・・・いつも時任三郎さん演じる下川隊長を見ちゃう！！(笑） 

クールで、いつも影で仙崎を優しく見守ってて、 

池沢が撃たれたときは、いつもは冷静なのに 船上で暴漢に向かって、 

「池沢撃ったの誰だ！！ お前か！」って、向かっていくシーン。すごい迫力でした。 

 

娘の唯ちゃんが、海難事故にあったときは、最後自分が、潜って救出して 

意識不明になって、病院で唯ちゃんが、泣きながら呼びかけるシーンなんて、 

昔を思い出して、みおやばかった・・・・ 

 

「生きてるって、いいもんだなぁ・・・」 あの下川隊長のことば。パパにも言わせてあげたかったなあ(笑） 

 

日本を守るために、毎日厳しい訓練をして、現場に向かっている 自衛隊のみなさんや警察や 

海上保安官の皆さんとかの、地位や待遇や名誉が、もっともっと評価されて上がってほしいなって 

みおは心から尊敬して思います。 

 

ただ・・・不審船が日本の領海内に入ってきて危険な行為をしても、威嚇発砲しか出来ずに 

相手が撃ってきて、はじめて正当防衛で撃てるとか・・・ 

ドラマ内でも描かれていましたが、そんなことで最前線の、皆さんの身の安全は守れるのかと不安になりました。 

イラクでは、自衛隊を警護してくれたオランダ軍が襲撃されたら、あえて自衛隊のみなさんは自ら巻き込まれて、いざというときに

は、（正当防衛という事で） オランダ軍を救出しようとまで心に決めていたらしいと聞いた。 

あらためて、今の憲法はおかしいと、偽善に満ちていると・・・・そんなことも感じた。 

 

最後の「ながれ｣廃船式で、勝田船長のせりふがよかったです。 

「俺たちは 人の命を救うことを決してあきらめない。  

海上保安官の使命は、愛するもののために・・・ 必ず生きて帰る！」 

 

 

2008-08-24 オリンピック。 

オリンピックは、そんなにちゃんと見れなかったけど、ビデオで見た４００メートルリレーめっちゃ感動した！ 

日の丸を体に巻いて、ウイニング・ランするシーンはしびれたなあ！！ 

かっこいい。アンダーパスかぁ・・・(笑） 職人って感じだね☆ 

ビデオなのに、みおボロボロ泣いちゃった。 

 

シンクロもよかった。残念ながら団体は５番だったけど、最後 小林選手が気を失うぐらいまで見事な演技をしてくれたり、石黒由

美子選手は、幼いころの事故で５４０針も縫う大怪我をされて今でも後遺症で視野が狭く、耳も聞こえづらいそう・・・ 

「子供たちや、障害のある人に 夢や希望を与える演技をしたい」というお言葉に、すごく感動しました。 

負けはしたけれど、心をうつ、素晴らしい演技でした。お疲れ様でしたって、みお心から言いたいです。 

 

ソフトはもちろんしびれたけど、表彰式で みなさんが「君が代」を爽やかに歌われてる姿に感動。 

そう、これが国旗、国歌の本来の姿なのだ。  

「君が代は戦争の歌だから歌ってはいけない。」 「国歌斉唱では絶対に起立しない！」なんて言っている、 

サヨクや偏向教師には、絶対に理解できない心境だろうけどね（笑） 

 

観客席の「日の丸」が勇気をくれたと多くの選手が話していた。 

異国の地で、「日の丸」が、戦いに臨む勇気と、心の拠りどころを選手の皆さんに与えた・・・なんて言ったら大げさだろうか？ 

 

それに比べて・・・野球は まったく何も伝わってくるものがなかったなあ・・・・ 

 

みおはベイスターズファンだから、村田選手は情けない・・・がっかりの一言。見損なったね。 

予選の韓国戦の、９回の あのバント処理のトンネルから始まって、 

 

だったら打撃で取り返すかと思ったら・・・(笑） 

昨日の７回表の、２死１塁の、ピッチャーとセカンドの間の、内野安打、余裕で狙える 

面白い位置にゴロ打って、あの無気力、だらだら走りはなんだよ(笑） 

みおはセカンドのアメリカ人が、体勢を崩してなんとか投げたから、 
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１，２塁になってチャンス広がったって思ったのにさ・・・・ 

 

明らかに気持ちが伝わってこない、情けない人間には、厳しい言葉を浴びせることも必要なのではないでしょうか？ 

あんま言いたくないけど、北京に送り出すのに、多額の税金だって投入されてる。  

国を背負ってる 代表なんだという意識もほしい。 

みんな仕事をひと段落つけたり、家事を休んだり そうやって時間を作って応援したのだ。 

 

心にもなさそうな感謝の言葉なんか喋ってる 

アナウンサーの言葉が、わざとらしくみおには思えた。 

「負け方」というのも絶対にあるのだ。勝ったって、何も伝わらない場合もあるし 

時には敗者のほうが、勝者より 声援や賞賛の声が上回ってしまうこともある。 

 

２０１６年 東京オリンピックが見たいなあ。みお２７。 さて、子供は何人いるかしら？（笑） 

 

 

2008-09-28  よくぞ 言ってくれました！！ 

「日教組はガン」 いやあ・・・素晴らしい！！ よくぞ言ってくれたと みおホントうれしくなっちゃいました。 

さすが、拉致問題で家族会の皆さんから信頼されてる、中山恭子さんのご主人だけあります(笑） 

 

日教組（日本教職員組合）といっても、どれだけ異常な団体か、ホントに理解してるのはごくわずかだろう。 

それでもあなたは、日教組に子供をまかせられますか？  

 

みおがあいつら許せないのは、国や都道府県に雇われた公務員。公教育の教員でありながら 

日本らしさを否定し、伝統や歴史というものを教えずに、知識の真っ白な純粋な子供たちに 

戦前の日本人は悪人だったかのように教えてきた。 

 

君が代は戦争の歌だから歌ってはいけない。「日の丸の白は戦争で死んだ骨の色」 「赤は血の色」 

だから「日の丸の国旗など教育現場に掲げちゃいけないのだ」と言って 

式典では 国歌斉唱で起立せず、子供たちにも起立しないほうが正義なのだ という教育をしてきた。 

国歌斉唱で起立する。こんなことは思想以前の国際常識だと、みおは思います。 

 

０６年の教育基本法改正の時には、全国の日教組に所属している教員を動員して 

教室を自習にして、平日でありながら 昼間から国会前で座り込み、デモをやっていたそうだ。 

みおは高３だったからよく覚えてるけど、当時は未履修が日本中で発覚して、卒業の単位が足りない 

受験できないなどと・・・みんな大変な思いをしてたときに。 

 

道徳教育に一貫して反対してきたのも日教組だ。 

偉人を学んだり、正しい生き方、してはならないことを学ぶことは 「価値観の押し付け、強要」になるという。 

ばかばかしい。「人を殺しちゃいけない。いじめちゃいけない」って教えることも 

価値観の強要 押しつけだというのかしら？（笑） 

 

日教組の組織率が高い県では、修学旅行で、子供たちを中国の、事実関係が捏造だらけと専門家たちに看破されている 

「南京大虐殺記念館」につれて行き 韓国では「慰安婦」と称する、当時正当な商行為で利益を得ていながら  

反日をつづけ 嘘を言い続けてる  

あわよくば日本からお金を取ろうとたくらんでる連中に、子供たちを土下座させたという話も聞いた。 

これはさすがに大問題になったらしいけど。 

 

過去には、幹部が北朝鮮を礼賛し 拉致を否定し チェチェ思想を賞賛してましたよね～(笑） 

 

もはや教育者なのではなく、政治運動 自分の思想を子供たちに強要する活動家の集まりだと思う。 

みおは思うのだ。 こいつらこそが、戦後の日本をダメにしてきたと。 

将来あたしのこどもは、ぜったい公立には入れたくない。 

 

 

2008-10-11  みお逮捕される(笑） 

今日は午後、ママと買い物に行った。それでいつものように、買い物の前に、お茶を飲もうと思ってマックに入りました。  

先にママを車椅子からおろして ２階の座席に抱えてって、座らせてあげて、次に車椅子を席までもってって、 

たたんで、そこからやっと また１階に下りて注文(笑） 

もう慣れたけど セルフサービスの食べ物やさんや、カフェでは 注文するまでが一苦労！ 
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飲み物２つと、１００円マックのデザートと Ｍポテトをもって、２階の席に向かったら 

座ってるママの横に、３人の小学校低学年ぐらいの男の子がいた。 

嫌な予感がした・・・ 座って みおを待ってるママを、笑ってるような感じがしたのだ。 

 

あたしも大人だから、最初っから怒ったわけじゃない。「何してるの？ どうしたのかな？」って優しく尋ねた。 

でも みおの問いに答えず、ママの顔を指差し 一言「気持ち悪い。。。」と笑ったのだ。 

いや、それでも我慢した・・・相手は小さな子供。 

「おばさんは病気なんだよ。そんなこといったらだめでしょ」 って。 

 

でも、それでも 指をさし 笑うことを止めなかったので もう我慢できず怒鳴って ２人の子は、ほっぺたをひっぱだき 一人の子

は 頭を思いっきりたたいて泣かせた。。。  

そしたら・・・信じられないことに 「何やってるの あんた！」 と、２０代後半ぐらいの、２人の母親が 遠くの席から駆け寄ってき

たのだ。 

 

けっこう広いフロアだったから、席が離れてて、何がおこってたか理解してなかったのかもしれないけど・・・ 

もう、しばらく口論(笑） みおも頭に血が昇って、一歩も引かず、この「馬鹿親」も「クソガキ」も 罵った。 

いや・・・たとえ相手がやくざやチンピラでも、あんな不快な行為をされて みお。怒らないわけにはいかないよ 

 

気づいたら２人おまわりさんが現れるし(笑）、みおはなぜか ママをつれて派出所に連行！ 

なんであたしが派出所で、あの馬鹿親とクソガキが マックで聞き取り？なんだよ！ 

仲裁にはいってくれた マックの女性マネージャーさんが、詳細をすべて おまわりさんに話してくれたから 

みおの無罪は（笑） 証明されましたが・・・・ 

警察にお世話になったのは、中２の冬の家出して補導されたとき以来だなあ。。。（笑） 

 

ママを笑う奴は許さない。 ママは大病を患って、顔も右半身も麻痺しちゃったのだ。 

他人の子供とはいえ、人を傷つけていいはずがない。口で言ってわからないなら、体で覚えさせるしかないのだ。 

まったく・・・あんな馬鹿親に育てられたら ロクな人間になんないよ！ 

おまわりさんに、「気持ちはわかるし、あなたは悪くないけどさ。もう少し冷静になりなさいよ」とお説教されました(笑） 

 

ママの障害になるものや人から、みおが守ってあげなきゃ！！ 

身元証明で、ヒロちゃんのファミレスに電話が行ってしまった・・・・ ヒロちゃんごめん。 

お父さんには心配かけたくないから、秘密にしましょ(笑） 

ていうか、マックのお茶代返してよ！！ ああ・・・今思い出しても腹がたつぜ(笑） 

 

 

2008-10-30  庶民を気取る○○（笑） 

庶民はともかく・・・貧乏な人は、心があったかいなんて、そんなの絶対 テレビが作ったキレイ事でしょう（笑） 

みおは、中学時代は母子家庭で、そこそこ貧乏も、底辺の暮らしも味わったと思ってるけど、 

正直言って、ロクなことは考えなかった（笑） たまに来る、おばあちゃんやおばさんが お小遣いくれても 

きっと心からの感謝はできずに、食べ物のことを考えたり、やっと服が買えるとか・・・思ってました 

それと同時に、常に、「私はこんな苦労してるんだから、すこしぐらい・・・」 

って、ずるいことをする自分に 言い訳してたものだ（笑） 

 

だから庶民を気取って、大した努力もせずに、自分をわざと１段下に置いたり 弱者の仮面をかぶって（笑）  

「お金持ちの人には、我々庶民の気持ちはわからない」とか言ってる奴らみると、みお腹がたちます（笑） 

 

たとえば、麻生総理が、仕事終わりに 高級飲食店やバーで飲食することを  

「サラリーマンは赤ちょうちんに毎日行くのに・・・」とか、「主婦はスーパーで切り詰めて食事を作ってる」とか 

そういうこと言ってるバカ(笑） 

みお、何が問題あるのかさっぱりわからない。 

 

あの・・・総理大臣が、一般的な居酒屋や、ファミレスで食事したら、警備はどうするんでしょうか？ 

マスコミの記者さんとかも大勢いて、もし みおが、ヒロちゃんや、お友達と食事してるとき 

そんな大勢が来てガヤガヤやってたら、「うるさいなあ・・・他の店でやってよ」って思う（笑） 

みおんちのキャバクラに来たら（笑） まあ、来る訳ないけどさ☆ 栄養妨害だってキレると思います（笑） 

大事な話だって しなきゃならない時もあるだろうし 有事がおきたら、しっかり連絡が取れて、指示をだせて 

動けることも必要だろう。 一般のお店で、そんなことができるとは、馬鹿なミオでも思わないけどな(笑） 

 

「庶民の生活は・・・」とか したり顔で言う奴ら そういうコメントが出たら、みおまず疑うね☆ 

古館さん、あなた庶民じゃないヨ・・・って義家先生がラジオで言ってました（笑） みおも同感！！ 
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橋下知事が、高校生と 「私学助成削減」について討論したのでも、みおは、あの高校生グループには 

かなり違和感持ったなあ・・・ 

いいもの、価値のあるものに、値段がかかるのは当然のこと。 彼らはじゃあ、現状を維持するために 

本気で努力してるのだろうか？ 

みおも私立に高校はいかせてもらったけど 中学生のときから実家のお店で働いたし 

中３からは毎日働いた。そこまでして、やっとなんとかなったものだ。 

偉そうに知事に理屈並べて 「格差」などと うそぶく前に、新聞配達でも、スーパーのレジうちでも、 

高校生でも出来る仕事は、いくらでも街にあふれてる。 

 

感情的になって、知事に反論したり罵倒したり、泣いたりするなど 議論のルールすらわきまえない。 

知事に論破された悔し涙は 一人になってから流せって（笑） 

 

「あんな道路作るなら教育に・・・」って意見に、「それはあなたの意見。僕は必要だと思ってる・・・ 

あなたが どうしてもそれを実現したいなら政治家になって法律を変えればいい」 

というとこは、みおもう大拍手（笑） 

橋下さんは、甘やかさずに、しっかり世の中の厳しさを教えてあげて、みおは好感もちました。 

 

庶民を気取るバカは、手に負えない（笑） 

 

 

2008-12-26  インフルエンザがやってきた・・・ 

サンタさんが、インフルエンザを みおにプレゼントしやがった(笑） みおちゃん吐く吐く、頭ガンガン。。。 

先週の土曜日の朝から、高熱と頭痛に襲われる。 

おいおい、今年の締めがこれかョ(笑） 奈々ちゃんの、こっちに来てから初めてのクリスマスを、 

盛大にやろうと思ってたのに、ごはんしか作れなかったよ～ 

イブの日は、えびピラフ、鶏のから揚げ、ポトフ、 マカロニグラタンを作りました。 

美味しそうでしたが、私はポトフ少しだけ食べる＊＊ 

プレゼントはまた、ヒロちゃんに買ってきてもらっちゃいました・・・ケーキは２５日にコージーコーナー！！  

ジャンボ・シュークリームが大好きです(笑）  

 

慶応ラグビー１回戦敗退。１７－２３  ショック。。。立ち直れない(笑） 

屈辱以外の何者でもない。 

ヒロちゃんのメールも、だんだん、怒りになっていたし。 

 

わからない。なぜ今季、あんな戦術、セオリーにこだわった つまらないチームになってしまったのか。 

林監督も、キックを多用して、締まらない試合展開になったことに、 

「正直、違和感もあった。 素晴らしいチームだったから、頂点に立たせたかったが・・・｣と声を詰まらせたそう。 

２０－３と離されてから、後半残り１０分で、展開する戦術に切り替えて ２トライ取って、２０－１７まで 

追い詰めたことに、花崎キャプテンは、涙を見せて「もっと早く仕掛けるべきだった」と 

トライを取れる力はあったのに・・・  

 

そんなに接点、ブレイクダウンを避けなければならないほど、ケイオーのフォワードが 

他大学に比べて極端に弱いとは みおは思わないです・・・ 素人意見かもしれないけどさ。 

極度にリスクを避け続けた、自分たちの強みを生かすことを最優先に考えなかったツケが 

この結果なのではないでしょうか？  

 

林監督は、２０００年のシーズンでは、上田昭夫監督と一緒に、なるべくキックに頼らない、 

自陣からでもボールを展開してゆく、スリリングなラグビーを目指されたと聞いています。 

確かにルールが大幅に変わったけれど、 わずか数年で、なぜこんなに考えが変わってしまったんだろう？ 

 

春、無敗だったチームが どうしてこんな失速、無様な結果になってしまったのか。 

気持ちなのか、技術的なことなのか・・・みお、がっかりだよ(笑） 

早稲田の中竹監督は、関東学院に勝利したあと 

「早稲田にとって歴史上、１回戦負けは屈辱でありえないこと。 そういう気持ちでやってきた」 

これこそが伝統校のあるべき姿だ。 これが無くて、優秀な選手を推薦で集められる新興校に勝てるはずがないよ。 

 

こんなに希望の無い、不安だらけの年末は初めてです・・・ 

今年は一生忘れられない１年になってしまいました。 
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そういえば・・・みおとは考え方が１８０度違う(笑）、 「ＮＥＷＳ２３」は ２３日で今年は最後の放送なんだってさ。 

おいおい(笑） 普段さんざん、したり顔で雇用問題とか取り上げて、 

「政治が無責任だからこうなる！ このままじゃ年末を越せない人たちが沢山いる」 

とか言ってるくせに、自分たちは２３日で冬休みかよ(笑） 普通の会社でも２６日までは働くよ♪ 

こういう奴らのことを偽善者と呼ぶのです。 筑紫哲也さんの時代から、「反権力」を声高に叫び 

「権力の暴走をチェックする。 弱い立場の人の声を拾いあげる」と言っているが、 

弱い立場の人の声を取り上げるのは、それが、「権力を叩く」という自分たちの主義主張にピッタリだからなのだ。 

 

お父さんも、「あの番組は駄目だよ。疲れてるのにさらに気分が萎える。」 と言ってました(笑） 

みおは一般的に見たら、ママの介護もあって 夜のキャバクラバイトも 社会の底辺にいると思うけど 

それでも、あいつらに味方になってもらったり 代弁してほしいとは思わない(笑） 

だいたい筑紫哲也さんは、それほど偉大なジャーナリストだったのでしょうか？ 

いちいち書くのはフェアじゃないから控えるが、沖縄、韓国 中国 北朝鮮には優しかったが、 

あの戦争で亡くなった私たちの先輩方 拉致被害者、中国の圧政に苦しむチベットの方々  

そして 日本的な文化、日本という国家には恐ろしいほど冷たかった。 

国の為に戦った、ひいおじいさまの曾孫として、だから筑紫さんには共感できませんでした。 

 

今日も奈々ちゃんの笑顔と、ママが元気でいてくれてることに救われている。 

みお 今日こそバイトに行かなきゃな(笑） クビになっちゃうよ・・・・ 

 

 

2009-01-17  手をつないで・・・♪ 

世の中には、私よりもはるかに 苦しい思いをされた、今もされてる方がいらっしゃると思います。 

１４年前の今日 １７日は、阪神大震災の日。 

私は、５歳だったから、正直、当時のことは ニュースでわずかしか覚えていません。 

だから震災で 大切な家族や友人、恋人を亡くされた方の気持ちはわからないし 

地震の恐怖感、傷跡も きっと１％もわからないけど、亡くなられた方々に、 

どうか安らかに眠ってください・・・という思いと 今も苦しんでいる方々に  

負けないで、少しずつ歩いていってほしいな・・・って、思いでいっぱいです。 

 

最近病気になったせいで、みおは 「何で私ばっか・・・・」って気持ちで、病室のベッドで横になりながら 

甘えていました（笑） 

生きていられるだけで、どれだけ幸せなことなのか 忘れてたように思って、とても反省してます。 

 

あの時、パパがニュースを見ながら 「同じ日本で、住む場所も 食べるものも無くて、苦しんでいる人が 

いることを、忘れないようにしようね」 

って、小さかったミオに言った。 高校の時はクラスの女の子に、関西出身の子がいて 

震災の話を聞いて、私の想像をはるかに超えていて、辛かったことを覚えています。 

 

何も起こらないことがいいのは当たり前ですが、もしこれから 

地震に限らず、沢山の人々が苦しんだり、泣いたりしている事が起きたら 

みお、助けてあげられるような、力になれるような・・・そうゆう大人になりたいです。 

まずは、自分の周りの社会で、人に優しくできることがスタートだから、 

はやく病気を治して（笑） がんばって生きる！！ 

ありがとうございました。 

 

 

2009-01-27  １０代を振り返ってみる。 

昨日は精神的に、どん底まで落ちた・・・ 

もう・・・あたし終わった☆ 膨大に膨らんだであろう入院費。 県民共済で、どのぐらいまかなえるのか♪ 

はやく 私とママの定額給付金、みおによこせ！(笑） 

「国民のほとんどは、給付金に反対してる！」とか、したり顔で言う国会議員とか  

みお、ぶん殴ってやりたくなるョ(笑）  なめんなよ！ 

 

女としては、今の１ヶ月近く お風呂もシャワーも浴びれない状態は 屈辱なのです。 

女性の１９歳は、厄年らしい。 それにしても・・・神さま？ 

ママの事といい、、、みおにひどい仕打ちじゃありませんか？(笑） 

 

１０代最後の１週間だから、振り返ってみても、自分がやってきたことに後悔はない。 

小６まで、幸せな家庭で、沢山の思い出を作ってくれたパパには、心から感謝してる♪ 
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昨日は薬で頭も、もうろうとしていて、 ずっと退院できないなら ３F から飛び降りてしまおうか・・・ 

なんてことも、正直思ってしまいました。 

 

振り返れば、夜に１人だったことなんて、小学校時代ぐらいしかなくて・・・ 

いつも周りには、綺麗なお姉ちゃん達や、華やかなお店と、夜の世界がありました。 

 

世の中は、善悪２元論で割り切れるほど、甘いものではないと思う。 

必要悪、というのもあるのではないでしょうか。 

中学校に行かなかった私が、ダンススクールだけで あとはずっと部屋に閉じこもっていたら 

自分の好きなことしかしない、甘ったれになっていたと思うのです。 

 

人は貧乏や 逃げられない厳しい状況に置かれて初めて、成長するものがあるのかなぁ・・・ 

今の私を助けてくれる お店の女の子たちは 私がお店の ホステスの仕事から逃げなかったからこそ 

築けた「絆」なのだと思います。 

ただ、オーナーの娘だからというだけでは、ここまで友達として信頼関係は結べなかったと・・・ 

私が生活できたのも、高校に行けたのも お店があったからだし、多くのお客様のおかげなのだ。 

まぁ・・・ みお。自分で言うのも生意気ですが、「人気キャバ嬢」だったしね(笑） 

美紀姉ちゃんには１度も勝てなかったけど、常にＮＯ２だったもん！今だって本気になれば・・・(笑）  

とんねるずの、「北関東のホステス」のコントを、ネットで見たけど 笑ったなあ！！２０年古いって♪ 

 

よく、有名人が過去を振り返って、貧乏を売りにして 不幸ぶる(笑） ああいう人間にはなりたくない。 

いやらしさと、「あんた、今 金持ちになったんだからいいじゃん！」 って、みおは思うのです。 

かつて有名チームに１位指名されて １億近く契約金貰いながら 「雑草魂」なんて さかんに言ってさ(笑）  

今じゃ マスコミの方々に、謙虚さのかけらもないような 某ピッチャーみたいにはなりたくないね o(^-^)o 

 

だから法律や一般的な価値観では、みおが中学生から働くのは いけないことかもしれないけど 

そんなの、クソくらえ(笑）デス！！ 

ママの決断には 同じ女性としても尊敬できるし、娘として感謝してる。 

 

いつまでたっても、食事はどろどろだし、シャワーも浴びれない、そんな状況に絶望している。 

私の家系は超短命だし、みおももう、長生きできないのかなぁ。 

ななちゃんの力にもなれず、お父さんには経済的な負担と 心労ばかりかけて 

ママの介護もできなくて 逢えない、 お店にも行けないんじゃ 

今のみおに 生きる価値はあるのだろうか？ 

 

 

2009-02-13  香水デビュー＊＊ 

みおは お風呂もシャワーも許可されないので、美紀姉ちゃんが香水を持ってきてくれた！！ 

超有名ブランドのやつ。 うん。。。いい匂いです。 

でも、せっかくの香水デビューなのに、こんな使い方がっかりだなあ・・・(笑） 

 

アルコールで体拭くだけじゃ、やっぱ気持ち悪い。 衛生的に大丈夫なのかしら？ 

 

薬を飲まずに頑張るか・・・薬を飲んで早く治すか・・・ 究極の選択☆ 

絶対こんないっぱい 薬飲んでたら、副作用で 将来子供産めなくなるって！！ 

 

これでもわたし、お店じゃ売れっ子のホステス。 

ダンスだって、いいとこまでいった女(笑） 

あ～あ プライドずたずたです。 

 

経済なんて、どうでもいい。 力ずくでも焦点を 拉致問題と教育、国防に持ってこれる 

本気の政治家っていうのはいないのかなあ・・・ 

「保守」が聞いてあきれるぜ＊＊ 

 

 

2009-02-15  もう一人のお姉ちゃん。 

今日は、お店のアヤちゃんが昼間お見舞いに来てくれました。 

体を拭いたり、下着やタオルとか、ベッド周りのものを洗濯するのも、みおは一人で出来るんだけど 

やっぱり女手が必要だと思ってくれてるみたいで、よくお店から誰か来てくれて ありがたく思ってます。 

やっぱり、お店で頑張ってきてよかった。 
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しかし、アヤちゃんだけは、みおも開店からずっと知ってるけど、いまだに水商売の雰囲気無いよなあ・・・ 

美紀ねえちゃんとの 好対照ぶり？正反対なとこが 人気だったりして！！ 

美紀ちゃんには、ひっぱだかれたり ずっとスパルタ指導でしたが（笑） 

アヤちゃんは、裏口で泣いてるミオを、そっと頭を撫でて  

「だいじょうぶ？いっしょにがんばろう！」 

って、優しくしてくれたことを覚えてます。 声もまた、めっちゃおっとりしててかわいい（笑） 

 

「あのころのみお、身長はあったけど ホントまだ子供で かわいかったよねぇ・・・」って、今日も昔話＊＊ 

みおみたいに、低くてガサツで、「煙草？酒？」とか言われる声とは大違いだ（笑） 

 

でも大人になってみると、あのころの美紀ちゃんと、アヤちゃんはグルになって（笑） 

叱りとばす役と、励ましてなぐさめる役を ２人で演じてたような気がするなぁ・・・ 

やられたよ。まったく・・・ 

でも、今の日本で 教育というものの本質をわかってない 馬鹿で、やわな大人が多いけど 

大切なものはすべて、あのころのお店に教えてもらったように思います。 

 

教育は最初はすべて、強制から始まるということもね。 個性や権利や自由なんて 子供のころから教えたら 

ロクな子供に育たないよ（笑） 

子供の味方のふりして、そうゆう言葉を したり顔で語る大人は、みおは絶対信じないし 

その裏にあるものを疑ってしまいます！！  

「日教組はガン」 いやあ・・・いい言葉（笑） みおのなかで、２００８年 流行語、大ヒットですな♪ 

ガンは徹底的に潰してもらわないと！！ 

 

あやちゃん なんだか体が締まってた。 ジムで昼間 ボクシングのコースを習い始めたそうです。 

「すっごいよ、プロのボクサーって！！」 だってさ♪ 

あやちゃんとボクシング。。。 う～ん・・・似合わないなぁ（笑） 

 

優しくしてくれたこと、みおを助けてくれて、私を指名してくれたお客さんを接客してた時に 

何回もいやな顔ひとつしないで、ヘルプに回ってくれたこととか・・・感謝することだらけ。 

忘れてないよ・・・ 今でもずっと。 

 

「本当にだいじょうぶ？ 我慢してない？」って 今日も優しかった。 

いや・・・我慢はしてないョ。 でも３８，６度 声は出ません（笑） 

「香水使ってるんだって？」 って またひとつ、新しいやつ もらっちゃった☆ 

体も拭いてくれたし、髪の毛も綺麗にしてくれました。 

「私 本当に悪いみたい・・・」って 不幸ぶって、弱音もはいた（笑） 

子供のころみたいに、アヤちゃんに抱きしめられたぜ＊＊ 気持ちよかったぁ。。。 

 

さて、今夜は奈々ちゃんは来るかな？ 来るわけ無いか・・・（笑） 

 

 

2009-03-01  卒業式の思い出♪ 

２年前の今日は卒業式で、そんなに感傷にひたるというよりは、中旬から始まる新しい生活に、胸をときめかせていた。 

なんたって、すぐ研修始まるし、いきなり東京ひとりだし。 

でも今は、見送る側の寂しさも知ってるから、はしゃいでばかりだったこと反省してます。 

お店のみんな、ごめんね。 

 

あまりにも、ラグビー部の送別会、謝恩会のライブの思い出が強すぎて（笑）  

卒業式のことは、あんま思い出さなかったけど、みおはあの、静かな厳粛な雰囲気が好きです♪ 

国歌斉唱も、私の母校には、公的な場所で思想を押し出して 起立しないようなバカな教師は 誰一人いなかったから  

ちゃんと音楽の授業でも、「君が代」も普通に習ったし、みんなの見事な大きな声で、体育館がいっぱいになった。 

そうゆう高校で学べたことに感謝している。 

 

あの時は確か、式のあとの最後のクラスの時間を終えて、 

みんなは泣いてましたが、みおには大仕事がいっぱいあったから 泣いてる暇はなかったなぁ。 

先生、最後にどんな話しましたっけ・・・・(笑） 

 

♪～一人ぼっちだと、ずっと思ってた・・・ 誰の言うことも信じなかった  

 ずっと寂しかった ずっと探してた・・・ あなたの笑顔 優しかった・・・ 
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 みんなと別れたあと 涙流したり声がかれるまで笑ったり・・・  

 意地を張りあって黙りこんだり、それでもやっぱ、淋しかった・・・ 

 

♪～ 人々がみんな、あなたを忘れても ここにいるわ・・・ 

 同じゼッケン 誰かがつけて また次のシーズンをかけてゆく・・・ 

 

奈々ちゃんに観られちゃったか・・・（笑） 恥ずかしいなあ・・・ でもあたし、かなりの人を泣かせましたョ！！ 

あんな緊張、もう無いだろうなぁ。。。みお、ダンスのオーディションの時より緊張したもん♪ 

 

順番を間違えたんじゃないの？ と、いつかヒロちゃんが冷やかした。 

歌った後に、彼に告白しとけば、絶対ＯＫだったって・・・ そうかなぁ？ あいつ ラグビー馬鹿じゃん！！（笑） 

「あの、みおのステージを見たあとだったら、たいていの男はイチコロだよ」だって♪ 

いやいや、ヒロちゃんとみずきのおかげです。 

あたしたち、最高の思い出を作りましたよね？（笑） 

ありがとう。母校のみなさん、奈々ちゃんをよろしくお願いします。 

 

あれから２年。介護施設で働いて はしかになって(笑) 子宮と卵巣の病気になり  

理屈抜きの 厳しい長時間労働というのも経験して、社会で働く大変さもわかって 

お仕事にも慣れてきたころ ママが倒れて、、、どん底に落ちた。 

 

辛いことも多かったけど、お父さん 友達をはじめ、色んな方に助けてもらってここまでやってこれました。 

奈々ちゃんが、落ちこんでた私とママ お父さんに、光をくれました。 

さあ、ここから・・・ってトコで、みおがコケた。。。（笑）  

あ～あ、、、みおいつも、人生の大事なトコでこける。 まだまだ甘いってことかな・・・ 

 

今日はこれから、愛する奈々ちゃんがやってくるぞ☆ 

今日は、ひとりでご飯食べさせてしまうんじゃないかって お姉ちゃん心配してたんだよ～ 

アイスも買ってくからね☆ って言ってくれました（笑） 

助かった・・・甘いもの無いと、みお生きてゆけないョ。。。 

 

おなかがすいて、おなかが痛い。固形物を食べさせて（笑） 

これじゃあ、サプリメントで生活してる人と一緒じゃん！！ 

 

１６日のママの誕生日には、退院してケーキを作ってあげたいです。 

ママから味を受け継いだ、あのヨーグルトケーキだョ♪  

 

 

2009-03-11  ミオと、ビールと野球観戦☆ 

確定申告というものを、アヤちゃんが ミオの代わりにやってくださいました。 

助かった！！ まさか病院でやるわけいかないもんね・・・  

いやぁ・・・ ママの通院関係のレシートとか、介護関係のいっぱいあって  

お父さんとの兼ね合いで、線引きが大変だったみたい。ありがとう・・・感謝してます。 

いやぁ・・・ フリーターは大変だ(笑） 

 

膨大なレシート、領収書の山。 「ちゃんと管理してて偉いね」 って褒められました！ 

あと、「みお、がんばって稼いだねぇ・・・ １９の女の子で、お母さんの介護と掛け持ちしてて あの額は凄いョ！！」 

だって。 まあ、夜のお仕事だもんね。 みなさんが頑張ってくれるおかげです。 

でも今、手元にはわずか・・・(笑） いや、やばいことになってるぞ！！！ 

県民共済は、４ヶ月までは補助が出るみたいだ。 最悪でも４月の末までには 退院しないと。。。 

いくらなんでも、そこまでは だいじょうぶでしょう？ ねぇ先生？(笑） 

みおからいくら、取る気なの？ 

 

月曜日、野球を一人で観るのは淋しかった・・・(笑） 

ああいう、最高の試合を、ななちゃんやヒロちゃんとか、お友達と一緒に観れたら楽しいだろうなあ・・・ 

そうか・・・みおはもう、ビール飲めるじゃん♪ 

今飲んだら、病院の先生に半殺しにされるな・・・(笑） 飲まないけどさ♪ 

 

それよりアイス、ハーゲンダッヅ！！  昨日は美紀姉ちゃんが、たいやきを持っててくれたけど 

最初は正直、冷たいものを楽しみにしてた分・・・「え～ たいやき・・・」って思いましたが（笑） 

５年ぶりぐらいに食べたけど、超おいしかった！！ しっぽまで、いっぱい あんが入ってました＊＊ 
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ラグビーは別として・・・サッカーも面白いけど、野球のあの間が、日本人にはあってるような気がしました。 

イチローさんの敗戦コメントにはしびれた！！ やっぱ、格が違うネ。 

オリンピックより上の位置づけの国際試合。予選リーグとはいえ国の代表として、あれぐらいの心意気は欲しい。 

８回のワンアウトでの 送りバントは無いって！！ 慎重に行きすぎなんだよ(笑） 

強気にいかなきゃ、ビッグゲームは勝てない。守りに入ったら負ける。 

 

国歌斉唱のところがよかった。 みお、元気だったら起立するんだけど(笑） 

脱帽して、胸に手を当てて。 国旗国歌の前では、あれが正しい姿だと思います。 

そして相手国の国歌のときも、敬意を表して 同じようにふるまう。 

その点、ラグビーの選手はだらしない。腕組みしたり、下を向いたり・・・ 

スポーツの中で、一番醜いと思った。まあ、外国人選手が多いっていうのもあるけど・・・ 

昔は、輪になって、腕を組んだと聞いてます。森会長、しっかりしてくださいョ！！(笑） 

 

さて、あの姿を見て、日教組の先生方は どう子供たちに説明されるのか聞いてみたいものだ。 

日本代表や韓国の選手たちは、戦争を賛美してることになるのかな？ 

そしてもし、先生方があの場で観戦してたら、もちろん起立はしないんですよね？ 

まさか、学校の式典では起立しないけど、スポーツの場では起立するような、そんな２枚舌やめてョ(笑） 

 

金賢姫さんと、田口さんの再会には とても感動しました。 

しかし、これがスタートであって、拉致被害者を一人残らず奪還することが 目標であり 

今日の面会を美談にしてはいけないのだと思います。 

金賢姫さんの事件については、ミオは生まれてないので 直接は知りませんが、 

金大中、ノ・ムヒョンの２代続いた「親北政権」では 金賢姫さんの存在は 北朝鮮にとって目障りな存在ということで 金さんにと

っては非常に厳しい立場、一種の軟禁状態に置かれていたそうだ。 

 

北朝鮮に厳しい姿勢の、保守の政権になって初めて 面会が実現したという事実。 

それだけをみても、「対話」「融和」が先行すると、拉致問題を解決するには それこそ障害になってしまうと思いました。 

毅然とした対応と圧力があるからこそ、向こうの対応しだいで、制裁を解除したり 圧力を緩めたり 

また厳しくしたり、カードを自分たちが持てるのだし、 

最初から、融和的な姿勢で臨んで、どんな風に解決するというのか。 

家族会の皆さんは、北朝鮮という国を理解してるからこそ、今まで以上の圧力路線を 望んでいるんだと思いました。 

 

「ワイドスクランブル」は、数年前まで 大韓航空機事件は 韓国による「自作自演説」を 盛んに流してたこと 

みおは忘れてませんョ(笑） 

コメンテーターの川村晃司さん、大和田獏さん  

なんか・・・今日は言ってることが１８０度代わっちゃったけど(笑） どうしちゃったのかしら？ 

不思議な 面白い番組ですな♪ まぁ・・・報道番組じゃないもんね。事実より、自分たちの色を出さなきゃね(笑） 

 

今日は夜ご飯をパスして、ヒロちゃん買ってくれた、たまごサンドと焼プリン！！ 

熱は３８，５度。 のど、まったく反応しないぞ(笑） 

ママの誕生日には退院できそうもない・・・ごめんねママ。 

ケーキは、いつでも作ってあげるからさ！ 

日曜日の夜は、毎週ななちゃん、みおのベッドの味を覚えたな！(笑） かわいい・・・ 

早朝、タクシーで おうち帰って通学です。 来週も アイス持ってきてネ＊＊ 

 

 

2009-03-18  ママ、お誕生日おめでとう☆ 

３月１６日は 最愛のパートナー☆ ママの４４才のお誕生日。 

子供のときから、プレゼントは欠かした事が無かったけど、みお月曜日は、投薬治療でフラフラな為・・・(笑） 

なんにもしてあげられなかったです。 

喋れなくなっても、車椅子で身体が動かなくなっても、みおにとっては大切なママなのだ。 

去年はお店で、女の子いっぱいで開店前に、お誕生日会しました。楽しかった！！ 

しかし、１年がたつのは早いです。 嵐のような１年だったぜ。 

 

日曜日の夜は さすがに奈々ちゃんも、スノボ帰りでクタクタだったから、 

みおのベッドに侵入はありませんでしたが・・・(笑） 

無事に帰ってきてくれて良かったです。 写真かわいかったなぁ！！ 

「みお、ななちゃん凄いよ！ センスあるって。 あっというまに基本の滑りをマスターしちゃったよ」 とか 

｢運動神経抜群なんだねぇ・・・いろんな子に教えてきたけど、あんな吸収の早い子は初めてだよ」 
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って言ってました。 当たり前じゃん、わたしの可愛い従妹だョ(笑） 

 

ヒロちゃんと２人だけのマル秘トークでは、やはり数回ナンパされたそうです！ 

まあ・・・まったく声もかからないっていうのも、ゲレンデにいる若いガールとしては、女としてどうなのかな・・・って思いもあります

が。 

「そんなつもりで行ったんじゃないから、ちゃんと奈々ちゃんは守ったよ！」 って、ナイスな報告があった☆ 

２人だけのペンションの夜は、どんな話したんだろう・・・うらやましいような、少しやきもちのような・・・(笑） 

 

きのうは、ママのお誕生日会。 ママ お父さん、ななちゃん、ヒロ   

あれ？みおは！！！ 

実の娘が不参加で、ちょっとおかしな絵じゃありませんか？(笑） 

でも、そこまで考えてくれて感謝している。 ヒロちゃんありがとうね＊＊ 伝言も伝えてくれて感謝してます。 

ケーキ、みおも食べたいんですけど・・・ 無いの？ 

 

さて・・・今日のＷＢＣは、病室で一人で見てたけど、悔しかったなあ！！ 残念。 

まだ終わりじゃないし、明日キューバに勝って、まずはベスト４を確保してほしいです。 

絶対に負けられない ホントの戦いは、明日はもちろんですが、最後の２試合だもんね。 

韓国の選手は、どんなスポーツでも 気持ち 精神力が強い所は 見習わなきゃいけないなって尊敬に値すると思いました。 

同じ実力なら、勝つのは より気持ちの強いほうだと ミオは信じてる。 

精神論って、バカにする人も多いけどさ。 韓国の立ち上がり、１回の守備も攻撃も すごい気迫を感じました。 

 

しかし、これだけは言わせてもらうよ(笑） 

またやったよ、、、あの人たち。 この前よりは小さかったけどね(笑） ３年前はひどかった。。。 

ああいうことやるから 普通の日本人にも嫌われて 反韓感情が高まってしまうのだ。 

試合が終わって、０６年大会の日本戦に勝って 準決勝進出を決めた時と同様、マウンドに韓国の国旗を立てた。 

 

日本戦に闘志を燃やすのはわかるけど、ホント、品の無い国民性だと思うね。 

マウンドは韓国のものじゃない。 皆のものであり ファンの憧れの場所であり 神聖なところだと思います。 

前回は、その無礼な振る舞いに、日本選手が頭に来て 雪辱を果たして優勝に進んだそうですが、 

批判を知りながら、確信犯でやってるのだろう。お子様ランチじゃあるまいし、センスが無いよ(笑） 

 

これは韓国の人たちを差別してるのではない。品格、礼儀 常識の問題なのだ。 

みおは高校時代の同級生で 韓国の女の子の友達いるし、在日の女の子の友達もいるし 

リュウさんを初め お店で一緒に働いてくれた 中国人の知り合い 友達だっている。 

一人一人は、真面目で優しくて勤勉で、尊敬できる素晴らしい人たちなのは、言うまでもありません。 

 

日本選手は、もし再戦して雪辱しても ああいう下品な行為は しないでほしいと願ってます。 

もししたら、みおは 日本人だろうが、その選手は軽蔑するでしょう。 

 

国旗国歌の重要さも、尊さも 日本にも韓国の国旗にも敬意を表さなきゃいけないのは 当然なのはわかってるつもりだけど、 

それでもあの行為は 非常識で絶対アウトだと思う。 

こう言うと、だからスポーツに国旗、国歌はふさわしくないって、また短絡的な人たちが騒ぎますが(笑） 

それとこれとは 話は違うと、みおは思います。 

皆が応援する国際大会である以上、国を代表する重みを背負って、戦うのは当然のことだ。 

 

イチローさん、みおは絶対信じてますョ！！ 日本チームの皆さん、がんばってください！！ 

 

 

2009-03-26  みおもまた、走りたいです♪ 

ＷＢＣの決勝戦は、ななちんとヒロちゃんと、３人で病室で観てた！！ 

いやぁ・・・ありゃ、心臓に悪いって(笑） 何度も声帯が反応して、激痛が走って。。。 

声を出そうとすると、激痛なのはわかってるのに、「よし！」とか、「ウッ。。。」って 

どうしても言いそうになりまして(笑） 手に汗握って、みおは３８度の女なので 汗ダラダラです！ 

イチローさんの １０回の表のヒットは感動して、ボロボロ泣いちゃったぜ(笑） 

さすがです！ ありがとうイチローさん♪ 

 

日の丸を持って、場内１周は、ホントしびれたなぁ～ なんて綺麗な国旗なんだろう。 

みお、ほんと日の丸って、だいすき！！ 

浅田真央ちゃんも、衣装を選んでる映像を観たんですが、「これ、日の丸みたいでカワイイね！」って言ってました。 

これが普通の感覚だと 私も思う。 
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国旗、国歌を 意味もなく ただいたずらにタブー視する、戦後教育のおかしな所、 

みおはほんとに、間違ってると思います。そんな異常な教育を刷り込む国は、世界中に日本しか無いのだ。 

もちろん、外国人の方々や、少数派の人々を排除につながる愛国心など、許されないのは言うまでも無いけど。 

 

アメリカ戦の川崎選手 超かっこよかった。 

おまけに試合後の会見がステキ。 「ベンチでも試合に出てるつもりだった」って。 

｢日本の国民の為に、ビシッとやります」 って、嬉しかったです。 

 

「プロ野球選手である以上、楽しむことはない。常に自分にプレッシャーをかけて試合に臨みます」 

「内容には一切こだわらずに 結果のみを求めてやる」 

「日の丸と、日本の皆さんのために勝つ！」 

 

最近のオリンピックなんかでよく聞かれる 「誰の為でもなく自分のためにやる」とか、「楽しんでくる」 

「結果じゃなく過程が大事、満足できるか」など、戦う前から、生ぬるいことを言ってる 背負うことから逃げてる、 

自分大好きな選手たちだったら ここまでの感動は生まなかったでしょう。 

まあ、そうゆうことを言ってる選手が 勝った試しは皆無だけどね(笑） 

日の丸と日本国民の期待を背負って、もがき苦しみ その先でつかんだ結果だからこそ、 

みんなが熱狂し 感動したのだと思います。 

 

イチローさんの試合後のインタビューは、ななちゃんも、ヒロちゃんも爆笑してました♪ 

前のフレーズは書けませんが（笑） 「あ、すいません・・・」って。 

あと、あのシャンパン・ファイトって、観てるミオも 思わず笑顔になっちゃったョ！！ 

始まりの挨拶で、コミッショナーさんが、「侍ジャパン」をうまく発音できなかった時に イチローさんが 

「今、噛みましたね！そこは正確にお願いします！」 ってトコ♪ 

少年のような、イチロー選手に胸キュンです！！ 

 

あと、記者会見では、ここが茶化してるようで イチロー選手らしくて凄いなって思った。 

「私アイドルって言いながら、かわいくないやつは最悪で、侍が最終的に勝たなかったら、これは格好つかんなと・・・」 

同感です！(笑） みおは性格悪い女なんで、ファッション誌の女の子とか見ながら、「おいおい、この程度で読者モデルかよ」とか 

「だらしない体型・・・」 なんて、よく一人呟いてます。。。  

あれなら、わたしの友達やお店の女の子のほうが、はるかにかわいいってね(笑） 

みおは信じてたよ。だって日本にいた時だって、シーズン最初は不振なこと多かったし、メジャーでもそうだった。 

週刊現代とか、一部評論家とか、たいしたことないね。謝れって(笑） 

「イチローを外すべき」とか言う奴、「バッカじゃないの」って、みおは思ってたけどね(笑） 見る目ないよ。 

 

東京マラソン２００９ みおも出たかったなあ・・・ 

素晴らしい大会だと思います。初心者からプロレベルの選手まで３万人以上が走って、 

ボランティアや医療面のバックアップの皆さんも がんばっておられて 

東京の名所を走ることができる。 

車を使う仕事をしてる方々には、不便も確かにあるだろうけど、１年に１度ぐらい、こういうお祭りの行事があってもいいんじゃない

かなって思いました。 

全盛期のみおなら、４時間台で・・・(笑） また一から体力づくり頑張らないと！！ 

 

松村邦洋さんは大丈夫でしょうか？ ラジオっ子のミオにとっては、まっちゃんは、伊集院光さんと並んで(笑） 

ホントに面白い、お笑いスターなのです！ 

特に、「スクールウォーズ」の、登場人物全員の声マネをしながら、セリフ言うのが好き！ 

同じ「スクールウォーズ」を愛するもの同士(笑）回復を祈ってます。 

 

 

 

2009-06-13  親の背中を見て育つ♪ 

「お前も親のあと継ぐのか？ よし！ 世襲がんばれ！」 

すご～い！！ よくぞ言ってくれました（笑） このヒステリーな 庶民を気取る○○の多い中で ステキ☆ 

 

でも、みおは本当にそう思う。 

町の八百屋さんだって、工場だって お蕎麦屋さんだって、みんな親の跡継いでがんばってるじゃん！！ 

「世襲はだめだ！」とか、ヒステリーに言ってる奴を見ると、「バッカじゃないの！」って思うね。 

 

そうすると屁理屈のように、「地盤、看板、カバン」と したり顔で言う奴らがいるが、 

八百屋さんが 息子の代になったら看板も店名も変えるだろうか？ 親の代から商売をしてる土地を変えるだろうか？ お店を経
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営する資金は 親の代から受け継がないで、ゼロからスタートするだろうか？ 

 

なんでも自分と同じ 同じ金銭感覚 生活レベルじゃなきゃ批判する・・・こういう感覚には付いていけませんね。 

ひとそれぞれ、その人たちにしかわからない苦労 色んな仕事にふさわしいお給料があるのだ。 

お金持ちの人にはお金持ちにしか 政治家さんには政治家さんにしか、わからない苦労があると思うのです。 

なんでもわかろうとするのはやめようョ（笑） どうせわかんないんだから☆ 

 

みおは、お金持ちじゃありませんが（笑） 庶民や貧乏人が心がきれいで、お金持ちが悪い人みたいなこと。 

かけらも、まったく思ってません（笑） 人それぞれの人間性です。 

わたし、お金も食べるものもわずかしかなかった時、ろくな事考えなかったけどね。  

ましてや政治家には選挙があるんだから、世襲候補が嫌だったら投票しなきゃいい。 

 

正義を振りかざしたり、そんな言葉を好んで使う連中に、ロクなやつはいないね（笑） 

 

 

2009-06-20  ダンス ダンス ダンス！！ 

最近、さやかも忙しいだろうに、病気の私を心配してくれて よくメールしてくれます。 

さや、ありがとう♪ ダンスがんばってね。 みおのスピリットは、さやに預けたョ！！ 

やっぱ、本気でお互い勝負して、けんかもしたことあるだけに 熱い友情あると信じたい♪ あるよね？（笑） 

 

ここから教育論に飛ぶのはおかしいけど、競争を否定して やれ 運動会でスタートラインにハンデがあるとか 

お店の女の子が 実際に見て怒ってたけど（笑） ゴール地点が隠されてるとか・・・  

学芸会では 5分おきに主役が代わって、みんなが主役やるとか 

いわゆる、日教組の平等教育って、絶対おかしいと思いますョ！！ 

「大人になってからの人間性、我慢の容量は、子供の時 どれだけ負荷がかけられたかで決まる」 

って、橋下知事の教育論に大賛成です。 石原知事も、「子供のころに 貧しさ、不平等さを味わうことの大切さ」 

を説いておられた。  

 

キレイ事を言って味方のふりをする連中より、はるかに こういう人たちのほうが みおは信用できる。 

日教組や自治労がバックについてる民主党なんて、死んでもミオ いれないもんね（笑）  

ああいう、自分たちは正義、「お前たちは悪」ってレッテルを貼ってさ。庶民を気取って、キレイ事ばかり言う連中。 

私の哲学のなかでは、「最悪の部類」に入る連中です（笑） 

何が「友愛」だよ。 国際社会はみんな どの国も腹黒いのだ。 

拉致被害者家族会の皆さんの前で、「北朝鮮とは友愛精神で交渉します」って言ってみろって。 

 

すっかり忘れてたけど、ブログを見たさやが 「確か小３のとき スクールのイベントで、アムロちゃんメドレーやったよね！」って♪ 

曲目リストも調べてくれて、教えてくれて やっと記憶がよみがえりました。 

まだ、みんな小さかったから、アムロちゃんでも初期の曲が多いね（笑） 

 

１、愛してマスカット  ２、パラダイス・トレイン（歌詞）   ３、悲しきブロークンボーイ（歌詞）  ４、TRYME～私を信じて 

５、太陽のｓｅａｓｏｎ（歌詞）   ６、Ｄｏｎ’ｔ ｗａｎｎａ ｃｒｙ 

 

で、みおは、２，３，５はメインボーカルだったそうです！！ 

あれれ、なんで記憶から抜けてたんだろう・・・写真あったっけな。  

毎年 年に数回あったスクールのイベント、 しっかり覚えてたはずなのに！！ 

 

さやが言うには、あの４人のレベルだったら もうちょっとでデビューできたよ・・・・なんて言ってくれるの♪ 

お世辞があるとはいえ、第一線で活躍してる人に言われると、みおも嬉しいし照れます（笑） 

まあ、確かに思いっきり子供だったしね☆ 中３ぐらいまで４人で続けてたら、いけたかもね♪ 

おいおいミオちゃん＊＊ 終わってからなら、なんとでも言えるんですョ（笑） 

 

ちなみにみおは、小５の時は アムロちゃんの「ＲＥＳＰＥＣＴ ｔｈｅ ＰＯＷＥＲ ＯＦＬＯＶＥ」を 

イベントのステージで、３人をバックに（笑） 歌ったことをよく覚えてる。 

４人とも、１人１曲歌えたから、別にすごくないんですが（笑） 

あれは気持ちよかったなぁ・・・・ あの歌だいすきです！ 
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2009-07-12  いつか子供に見せてあげたいな☆ 

偏ってると言われようが、東京オリンピックに反対する人が理解できない。 

オリンピックなんかに使うお金があったら、もっと今の問題に・・・って意見は、 

正しいようで「ホントにそうなのか？」って、思ってしまうのです。 確かに、今の問題も大切だろう。しかしそれと同じように、未来

の人たちに、特に子供たちに 夢を持たせてあげる環境をどうして作ろうとしないのか。 

今さえよければいいのだろうか？ 情けないね。 

 

東京オリンピックの時に 中学生だった方に話を聞いたことあるけど みんな熱狂して夢中になって 

子供たちには学校で もちろん自由席だろうけど 希望競技のチケットが配られて、 

その時代を知ってるくせに 今、反対するのが信じられないよ って言ってました。 

もし日本でまた開催できたら、世界の一流のパフォーマンスを 目の前で見た子供たちに与える影響 

こんなすばらしい教育はないんじゃないかと みおは思います。 

それに外国の方がたくさん入ってくれば、文化交流だって出来るんだよ。  

みおだって７年前 なんちゃって英語で会話できたもんね（笑） 

 

「もう一度、日本の人達に 今の若い人達に夢を見せてあげたい。一緒に皆さん 夢を見ましょうよ」 

って開催にむけての石原都知事の言葉に大賛成です。感動しました。 

テレビ朝日が ニュースで自分たちが実施したアンケートで ７割近くの人が賛成してるのに、 

コメンテーターの朝日新聞の編集委員が 

「石原さんだけ突っ走ってて、どうも都民の関心は・・・」的なことを言った時は 

「あっ・・・これが噂の捏造『アサヒる』ってやつなのね」って わかったぞ！！（笑） 

普通６割以上が賛成してたら、賛成多数って判断しませんかねぇ（笑） 

 

まあ、一部の人達がまた、「みんながひとつになって応援することは、ナショナリズムに繋がる」とか 

「戦争前夜のような気味の悪さを感じる・・・」とか言うんだろうな（笑） 

２００２年のサッカーワールドカップの時も、スタンドで日の丸のペイントをして、 

選手と一緒に大きな声で「君が代」を歌ったサポーターの方々を、 

「プチ・ナショナリズム」なんて言ったぐらいだもん。 

あんたら、頭おかしいんじゃないのって、みお 心から思います（笑） 

私は逆に、ドイツＷ杯のとき、テレビからサポーターの方々の「君が代」の歌声が聞こえてきた時は、本当に感動しました。 

 

ビアガーデンのアルバイトって楽しそう☆ やってみたいな！！ 

３８，７度 つらいです。。。 上半身がファイヤ～してます（笑）  

テレビは食べ物番組ばかりだし・・・嫌がらせだョ（笑） おなかすいた～ ピザが食べたいよぉ。。。 

 

 

2009-07-26  お友だちになってください＊＊ 

ママとお義父さんが北海道旅行から昨日帰ってきたみたいです！ 

お疲れ様でした。 ママは車椅子だから、大変だっただろうなあ・・・ でも電車の旅行なんて、なんかステキ♪ 

旭山動物園に行ったみたい☆ うらやましいなあ！！ 

なにを食べたんだろう・・・ ラーメン、キャラメル、じゃがいも料理？ 牛乳大好きなみおとしては、本場の牛乳が飲んでみたいで

す＊＊ 

みおに気を使うことなく、よかったらメールで教えてくださいね（笑） お義父さんありがとう！ 

 

ななちゃんがバスケ部の合宿に行くということは・・・・ 

おいおい！ 彼氏さんも一緒じゃん。 だめだよ～ 不純異性交遊だぁ！！ 

古いね～みおちゃん。 ８０年代かョ（笑） でもさ、運動部の合宿なんて 行きのバスとか、これから始まる地獄の練習を前に お

通夜のような雰囲気で・・・・ 

その厳しさがあるからこそ、オフとか、全日程を終了したあとの、あのハジケっぷりがあるのです（笑） 

 

そこに恋など必要ないと思うけど、まあ ななちゃんが幸せなら、まぁしょうがないかな☆ 

二人で宿舎抜け出しちゃったりするのかしら？ ななちゃんに限ってそんなこと・・・ 

おばさんに怒られても、わたし責任とりませんよ～ しかしもう おばさんに会うのが怖いよ（笑） 

 

ヒロちゃんが、声の出ない私を心配して、「なんでもいいから、毎日ブログを書きなさい！！」と言いました。 

心の中にあるもの吐き出さないと、体に悪いよって。 

でも、毎日変化のない病院生活だし、そんなに書くことないんだよなあ・・・ 

みお、夏休みの宿題の絵日記は、最後の一週間で仕上げるタイプです(笑） 

でも、お友だちにお手紙を書くのはだいすき☆ 
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高校を無料化にするだと！！(笑） 甘やかすのもいいかげんにしてほしい。 

巷には、やれ学費が払えないだの・・・修学旅行に行けないだの お涙頂戴の話が溢れてますが 

少なくとも公立高校においては絶対にありえません。うそです！ 

 

わたしなんて、私立だったから入学金はおばさんに出してもらったけど、あとは全部実家のお店で 働いて学費払った。 

修学旅行だって、普通は入学時から毎月積み立てて、高くても７０００，８０００円の世界でしょう。 

学費もふくめて、その程度の額が払えないのは、政治の責任ではなく、親が怠惰なだけです。 

また、もう高校生だよ。それなら自分でバイトして稼げばいいのだ。男の子なら、新聞配達やデリバリー 

女の子なら、スーパーのレジうちや ファミレス、ファストフードやコンビニなど いくらでも高校生でもOKなバイトはあふれてます。 

 

教育っていうのは、子供に迎合したり甘やかすんじゃなく、常に親や教師が少し高めのハードルを設定して 

子供が困難に負けないように 育てていくことなのだと思うのです。 

｢高校や修学旅行に行きたかったら、自分でバイトして稼ぎなさい」っていうのが、ホントの愛情だと思うよ。 

友愛を唱える、どこかの優しいお方は(笑） 「涙が止まりませんでしたよ」と言っておられましたが、あなたが泣いたって何も解決

しません。 

何度でも言おう。 ｢日本に格差などありません」   甘ったれるのと、それにすり寄る大人もいいかげんにしろって。 

 

ほのかちゃんに替わる、新しい女の子の友達を創りに 子供病棟に行こうと考えてる私です♪ 

顔なじみではありますが、なんかドキドキ！ 

「こんにちわ☆ ふくだみおです！ お友達になってくれませんか？」 「みお、ファッションと、ダンスと、時任三郎さんが好きで

す！｣ って。 

 

 

2009-08-07  悲しい知らせ。 

東京のマナミちゃんから、お客さんで名医と評判の人がいるから、話してみようか？ってメールくれました。 

「お金は心配要らないから・・・」って(笑）  

心ゆれます♪ ひょっとして カフェも併設されてるような立派な病院かなぁ？  

しかし、みおのお店は 都会でがんばる 綺麗でかわいい立派なホステスさんを多数生みだしてますねぇ！！ 

みんなもう、なかなか逢えなくても 私の誇りです＊＊ 見えない絆はきっとあると思うのさ♪ 

外見や肩書きじゃないよね。 大切なのは、中身とココロです。 ありがとう、だいすき。 

 

常総学院高校ラグビー部監督で、元日本代表選手の石塚武生さんがお亡くなりになりました。 

信じられない・・・・悲しいです。 

昨日の「上田昭夫のひとりごと」を読んで、びっくりして、わけわかんなくて・・・・ 

今日の上田さんのエントリーを読んで、ボロボロ泣いてしまいました。 

２００６年の高３の夏、ヒロちゃんと２人で、一度だけお会いしたことがあります。  

すごくユニークで、明るく 優しく話しかけてくれて、「めっちゃ、おもしろいオジさんだねっ！」って２人で話してたら 

「知らないの？ 元日本代表の石塚さんだよ。」って 部の男の子たちに言われました(笑） 

 

ヒロちゃんのお父様は元ラガーマンで、膨大なビデオの中から、昔の試合のビデオも見せてもらった。 

ラグビー選手としては恵まれた体ではないのに、大きな相手にすっごいタックルだった。 

そういえば、秩父宮の場内ＦＭでも、たまに石塚さんがいらっしゃると、上田さんと丸山みずきさんばっか喋ってて、上田さんが

「石塚さんも差し入ればっか食べてないで なんか喋ってよ！」って(笑） 

ラガーマン同士の友情が感じられて、すっごく好きでした。  ショックです。。。まだ信じられないです・・・ 

 

 

2009-08-11  ななちゃんの夏☆ 

今年のお盆は、パパはママに逢うより先に、みおに逢いに病院に来てね！ 

といっても、お酒は無いです(笑） ケロッグコーンフレークのチョコワ君と、牛乳と冷奴と ほのかちゃんのお母さんから貰った お

菓子とコーラ、あとはシュークリームと焼きプリンぐらいかな。 

「甘いものばっかりじゃん！！」 そうなのョ♪ おみやげでピザを買ってきてねっ！！ 

なんならパパのごはんが食べたいです(笑） またなんか、作ってください☆ 

 

そう、死んだら終わりじゃないのだ。姿は消えても、何も変わることなく絆や思いは残り  

受け継いでいかなきゃいけないものがあるはず。 

ひいおじいさまが靖国神社に祀られてるミオにとって、ぜひ 麻生総理大臣さんには御参拝頂きたかったなあ・・・ 

これだけは絶対にゆずれない  

意図的に｢政局」や「騒ぎ」にしてるのは、 靖国神社を敵視し、また不勉強な一部の勢力 

朝日新聞を始めとした反日マスコミ、コメンテーターなのであって 

国のトップが、国のために戦って命を落とされた方々に敬意を表すことは 何一つ やましいことの無い 
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どこの国でもおこなわれてる国際常識であると思います。 残念です。 

 

石塚武生さんの ご冥福を心からお祈りいたします。 悔しい、悲しすぎます。 

上田昭夫さんが涙ながらに弔辞を読まれたそうですが、心情を思うと悲しくてたまりません。 

週末はブログを読んで、アカクロに包まれたお棺を見て 涙が止まりませんでした。。。 

そしてたった一度だけ、時間にして１５分ぐらいだったと思いますが、 

あの時は優しく、明るく楽しく接してくれて 本当にありがとうございました。 みおもヒロちゃんも 石塚監督のことは絶対に忘れま

せん！ どうかゆっくりおやすみになってください。 

私たちも、地元の小学生たちで すっごいタグラグビーのチームを作った自信がありますが(笑） 

こんなことになるなら、あのころ ほめてもらいに 出張練習のお願いに行けばよかったなあ・・・(笑） 

昨日は、解説をされた ９９年度の日本選手権 慶応 VS ＮＥＣ の試合のビデオを観て お声を聞いて泣きました・・・ 

 

奈々ちゃんが合宿から帰ってきました。 忙しいのにお見舞いうれしかった！！ 

「信玄もち」 おみやげくれました。 食べたい！！ 食べちゃおうかなあ・・・(笑）  

日焼けしてて可愛かった。 もう高２の夏です。あの受験の日から１年半 ミオが思ってた以上に 

新しい生活になれて、エンジョイして すっごい成長して 感無量だ☆ 

だから、無茶しちゃだめョ(笑） あせって大人にならないでくださいね♪♪ 

 

屋上は別として、病院から外に出れない生活が続くと、息が詰まって、つらいなあ・・・ 

週の前半は、投薬治療のだるさで終わってしまう気がします。 もったいないよ。 

もう、ちょっと、どうしたらいいかわかんないです・・・ 

お城に閉じ込められる、おとぎ話のヒロインの気持ちも こんな感じなんでしょうね(笑） 

ななちゃんが、みおの焼きそばが食べたいと懇願してますもので、半日だけ病院脱走したらダメかしら？(笑） 

「みおちゃんの焼きそばが食べれたら、試合で大活躍 間違いないんだけどなあ・・・」だってさ♪ 

かわいいね☆ななちん＊＊ 

 

 

2009-08-14  シアワセの風～ 

今日 夢で、夢中になってガールズトークをしているミオがいました♪ 

「出たぁ。。。声が出た～ 喋れるよぉ～」って(笑）  ・・・・まさか夢とはねぇ☆ 

な～んか、どっきりカメラの被害者になった気分だぞ＊＊ 起きたら、とても悲しかったです(笑） 

 

でも最近は、表情がやさしくなって、笑顔がかわいいと、ヒロちゃんに褒められるの！！！ 

表現力が増したってことかな？ わたし女優になれるかも？(笑） 

喋らなくなったぶん、なんか言葉を忘れてしまってる・・・っていうか、 

前はもっと、キレのある いい文章書けてた気がするんだけどなあ・・・ 

筆談しか表現できないんだから、字がきれいになって、短い文で思いを伝える 温かい文章力を持ったガールになりたいで

す。。。。 

 

ひいおじいさまへ。 今年もミオは、終戦記念日に靖国神社に逢いにいけずにごめんなさい。 

秋の例大祭には、必ず逢いにいきます。 

ひいおじいさま、聞いてください・・・ 無宗教の追悼施設を作るなんて、神道の基本すら理解していない  

不勉強な「机上の空論」 「奇麗事」ばかりの国会議員ばかりになってしまいました。 

許せなく、怒りに震えています。。。  

ひいおじいさまのためにも、みおは絶対、民主党には入れないョ(笑） 

ひいおじいさまのココロも魂も、思いも受け継いだミオは、断固、こういったバカな考えには反対することを誓います。  

ていうか・・・柱を立てて、石を集めて「お墓ごっこ」してる小学生と同レベルだよね。 

 

あやちゃんが独立です。 ２店舗目は、あやちゃんに任せることになったみたい。 

どういったお店になるのかなあ・・・・  

みおの実家のお店で、あやちゃんと一緒に働けなくなるのは寂しいけど みおに出来る事はなんでもしますよ～ 

といっても、今はアドバイスぐらいしか出来ませんが・・・ 

あやちゃん。ず～っと小さいときから、みおを支えてくれてありがとう！！！ がんばってね。 

あやちゃんなら、ぜったいだいじょうぶだよ～ 

しっかし、美紀姉ちゃんも、フトコロ大きい、いい女だね～(笑） 今じゃ立派な経営者です♪ 

３店舗目は みおにライブハウスをやらせてください(笑） 

 

みずきが、ママになります☆ おめでとう・・・・びっくりしたぁ 

どんどん、人生の先輩として置いてかれてゆく感じがありますが、みずき 大変だけどお仕事もがんばってね。 

よし！みおも生きる気力がわいてきたぁ！！  
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みおのまわりには、素敵な女の子でいっぱいです。 みんなしあわせになってね。 

 

私は今日は、ＡＭ５時に コーンフレークを隠れて食べました。。。(笑） 

空腹。。。も～う我慢できないよぉ～  

 

 

2009-08-16  コーラの海☆☆ 

さかなクンったら「日本全国の有名水族館を紹介！！」のコーナーで、大洗アクアワールドをスルーしたョ(笑）   

「ちょっと、、、ちょっとちょっと！！」って感じです♪ みおとパパの思い出のデートスポットを・・・・ 

さかなクンったら、どこに目をつけてるのよ～ 茨城出入り禁止にするわよ☆ 

な～んちって、みおも最近、「Ｕ字工事」みたいな芸風になってきたなぁ・・・・ 

仲良くしましょ＊＊栃木県さん。 サッカーでは負けません！！ 

 

パパは今年も、お盆を終えて、空のお星様になってゆきます・・・ 

鹿嶋のジャスコの近くの、マックでシェイクを飲んで、ヤマダ電機でお買い物をして 

タイムリミット、あと６時間。。。 そうだ！みおを舞浜ヒルトンに連れてって～(笑）  

こないだヒロちゃんが、パパの働いてたお店が まだあるって教えてくれたよぉ。。。  

な～んてね☆ またこれから１年間は、しっかりがんばります！！ 見守っててください。 

宛名書きのバイトがんばるので、夢に出てきてください。出演料はバッチリよ。 

 

この社会は、今生きている人だけのものではないと考えます。 

亡くなった人と、これから生まれてくる人々との ３者で営まれているのではないでしょうか？ 

だから、便利だからだとか 今生きてる人の視点 安易な考えだけで 何でも変えていいはずがないのだ。 

「チェンジ」なんて言葉も、バッカじゃないの！って、みおは思いますけどね(笑） 

 

昼間病院でコーラを飲んでたら、口元まで持っていったところで手元がすべって♪♪ 

コーラを見事にかぶりました。。。。パソコン使用中じゃなくてよかったぁ 

昔、夜勤明けでうとうとしてて、見事にコーヒーを キーボードに引っくり返したことあったもん・・・(笑） 

みおの首の横に、コーラの池が出来ました☆ やったね自慢できるぞ！！ 

わたしイケてる？ 痩せすぎなだけか・・・ 

 

東京マラソンが遠ざかってゆく～(笑） 歩けない。 情けない。。。 

 

 

2009-08-18  砂浜のプリティーガール♪(笑） 

奈々ちゃんや、ヒロちゃん お義父さんから、ママがゆっくりと少し 話せるようになってきたと♪ 

しっかり聞き取れるようになってきたよと、メールしてくれました。 

くも膜下出血で倒れてから、1 年半、ようやく少し光が見えてきたようで とても嬉しく思います！ 

「次は、美緒ちゃんの番だよ～」って、ななちゃんから☆ うん、がんばる。 

でも、胸の上から首にかけて、なんかいっぱい詰まってる感じっていうか(笑） 苦しいっていうか 

少し力を入れると 相変わらず痛みが走るので怖いです。  

なんかお魚さんや生物が ミオの喉で、生まれてたりして＊＊  

 

この時期になると、よくワイドショーでやる定番☆ 「砂浜の迷子ちゃん♪」 

みおも、小学生まではよく パパやママと海へ行ってましたが、な～んたって砂浜が広くて＊＊ 

少し遠くへ行ったり ジュースを買いに行っただけで、あっというまに迷子ちゃんです！！ 

 

ていうか私は、ライフセーバーさん（？） とか待合所で保護されてるときも、絶対泣かなかったもん！！ 

お兄さんやお姉さんたちと仲良く話して、大人っぽいしっかりした子供を装いながら・・・・ 

ママやパパが迎えに来たら、モチのロンで♪ 速攻で号泣です（笑） 

みお、かわいかった☆  少しはあのころの純粋さを思い出しましょう。 

 

神聖な国旗、日の丸を切り刻んで、「たかが一団体」のマークを作るとは何事でしょうか？ 

これは みおのなかでは ぜったい許せない行為です。 

日本人でありながら、海外で かつて日の丸を燃やした 中国人や韓国人と同レベルだと思います。 

どうも・・・机の上の勉強、頭は良くても 大事にするもの、守るべきものがわかってないんじゃないのか？ 

自分をいったい、何様だと思っているんでしょうか？ 

どうか神さま、こういう連中に天罰があたりますように・・・・ 
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2009-08-28  トイレがライバル！！ 

奈々ちゃんがお見舞いに来てくれて、練習試合のビデオをプレゼントしてくれました。 

ななちゃんのお友達の女の子が、カメラを回してくれて、それをさらにヒロちゃんの実家でビデオに収録☆ 

あったかいプレゼント。ありがとうね！ 大切にする＊＊ 

初めて奈々ちゃんのプレーを見ましたが、すっごい！！バスケうまいんだねぇ。。。って、当たり前か(笑） 

派手な華麗なプレーだけじゃなく、縁の下の力持ち的なプレー（？）や、予想もしないトコに、いいパスを出したり 

ラグビーでいったら、フランカー、スタンドオフ、センターって所でしょうか？   

スリーポイントシュートも決めてたよ♪ ナイス９番＊＊かっこいい。 

 

あと５分ぐらいですが、ななちゃんの彼氏さんが挨拶に来ました。  

もっと派手な、イマドキな人を想像して心配してたので 礼儀正しくて 短髪でさわやかなスポーツマンで 

やっぱバスケ部だけあって 背が高かったです(笑） さすが、みおの後輩だ！！ 

Ｕ字工事にはない、茨城ボーイな匂いがしましたの♪ 

 

みおもいつか応援にいきたいです。 それで、ななちゃんが不甲斐ないプレーをした時は、 

「ちょっと！ なにやってんのよ そこの９番。 あんたうまいんだから！しっかりやんなさいよ。バ～カ。。。」 

って 応援席から喝を入れてあげます(笑）  早く声のリハビリしなきゃ♪ 

な～んちって・・・おいおい みおちゃん。 それ北川景子さんの、リコちゃんのパクリじゃん☆ 

ちょっと、真似してみたくなったのさ(笑） 

 

毎朝起きたときは、ほんのすこし喉に力を入れてみる。 

ひょっとして、奇跡が起きて喋れるようになったりして・・・と。 

まあ、ママの身代わりになったんだと。 ママの苦しみや痛みを、少し分けてもらえたんだと・・・・ 

そう思えば、何とか生きてゆけるのです。 

だから、みおの病院生活からパソコンさんを取らないで(笑） 故障しないでよ！ 

 

今週号の週刊新潮の日教組の特集ページはよかったなあ。 

みおの言いたい事を全て整理して、書いてくださいました(笑） しっかし、恐ろしいね～ 

こんな連中が、これからはデカい顔して生きてゆくのかぁ・・・ 

みおのまわりの２０代の女の子は、子供のいるお母さんはもちろん、みんな問題意識として持ってるけどな。 

これをよんで おかしいと思わなかったり、オーバーで昔の話だ・・・ なんて感じる人とは 

みおはお友達になれません(笑） 

 

なんなんだろう、この背中の痛みは・・・ パパの霊かしら？ 

痛みと高熱と、苦しみは我慢出来るようになりましたが かゆみは我慢できない♪ 

まだまだお尻のゆるい、みおちゃんです・・・ ごめんなさい、またトイレまで我慢できなかった・・・・ 

も～う。。。小学生じゃないんだから(笑） アイスの食べすぎなんだって！！  

みおの高熱な、アツアツな体でも カキ氷は冷えるのかしら？ 

いや、悪いのは、、、犯人は あのミキサー、どろどろごはんです。 

 

 

2009-09-07  愛と憎しみ★ 

いろんな愛が、みおの中にもある。 

育ててくれたパパやママへの愛。 お友達、大切な人たち お店の女の子への愛 

尊敬する人、憧れの女の子への愛も☆ 

 

でも、どっちが多いかっていったら、憎しみのほうが多いと思うのです。 

２０年間で感じた、今でもどうにも消化できない憎しみ 

人だけじゃなく、いろんな出来事や、物も。 

私は宗教家じゃないんで、病気になったことは その後の人生にプラス・・・とか  

お気楽なこと考えられません♪ 

 

かといって、憎む心も悪いものだとは思わないけどね♪ 悪を憎む心。不正を憎む心・・・・ 

正義を振りかざす、どっかのコメンテーターや評論家みたいな人間は論外ですが（笑） 

だからこれからも、みおは ツンツンした女の子でいきますよ～ 

そして愛する人たちを守るために闘います。  

みおが信じた 愛する人たちを攻撃するやつらは 私が盾になって犠牲になっても 守ってあげる♪ 

 

この憎しみが和らいで、愛のほうが溢れたら、みおも モテモテ パーフェクトなガールになるんでしょう（笑） 

検査前で憂鬱だからって、重いよぉ。。。みおちゃん！ 
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2009-09-09  女の子は、脚が命なのにさ・・・(笑） 

足首を捻っちゃったよぉ。。。。 イタタタタ・・・これって、ねんざ？（笑） 

懐かしい痛み♪ ダンススクール時代を思い出しました！！ みお、膝とかかとと、足首が古傷なのだ☆ 

古傷って・・・なんか、かっこいい響きです（笑） 

体重が３０，６キロにアップしたから、支えきれなくなっちゃったのネ！ 

 

いつものように爪先を まっすぐ前に向けてコケればよかったんだけど、 

なぜか左足の爪先が右足側に向いてまして、その状態で、みおちゃん左側にコケる（笑） 

あ～あ・・・やっちゃったよ～ これからトイレどうしよう・・・・ また、おもらししちゃうよ(笑） 

 

でもヒロちゃんの「天才テーピング」があれば、ひょっとしたら少しは痛みが治まるかもしれないと思うの！！ 

ラグビー選手にとって 捻挫なんて、カゼみたいなもんだもんね。 

去年、ママをおんぶして階段で足首捻ったときも、ヒロちゃんのテーピングに助けられました！ 

あの人天才です。高校時代から続く、「テーピングの絆」だね☆ 

 

そのヒロちゃんが言ってました。 

「家系図を見ること以上の、子供の教育はないかもしれない・・・」 って♪ 

「自分ひとりの力で生きてるんじゃないって 改めてわかるよね・・・」 さすがです☆ さすがみおのお友達（笑） 

 

「自分たちは平和な社会に生きて、視野も広く 自由で民主的な 立派な社会に生きている。」 

それに比べて、昔の時代は自由もなく、戦争があって 女性は差別されて 子供は勉強も満足にできず・・・ 

 

戦前は悪で、戦後民主主義はすばらしい・・・このチープな目線。 この「上から目線」って言うか、 

過去の人たちが生きてくれたから 自分が存在できているという視野すらなく、 

昭和２０年の８月から 光り輝く自由な時代が始まったとしか考えられない、精神的に幼い 貧しい発想 

みおは こういう考え方を憎むし、軽蔑します。 

こういう話を、マキも含めてですが、高校時代からよくファミレスとかで 女の子みんなで話しました。 

在日朝鮮人の女の子の友達や、外国人の友達も、少しの意見の違いはあっても この先祖を大切に尊敬するって視点は共有で

きました。 

 

１Ｆの食堂には、カレーライスもオムライスも 美味しそうな洋食メニューでいっぱいです。 

ショーケースのメニューの前で、寂しそうに立ち尽くすミオ・・・ 

子供のときなら、駄菓子屋の前で「お嬢ちゃん お金足りないのかい？」って おまけしてくれたのになぁ(笑） 

 

 

2009-09-30  今朝思い出した、子供のころの気持ち♪ 

木登りをしたけれど 降りてこれなくなったことが何度もあります☆ 下を見たら急に怖くなりまして(笑） 

パパが手を伸ばして、いつか助けてくれた。 みお、わんぱくガールだったのさ＊＊ 

「Ｌｉｆｅ～天国で君に逢えたら」でも、大沢たかおさんが娘役の川島海荷ちゃんに こんなようなシーンがありました。 

うみかちゃん、超かわいい☆  こないだ夜中にビデオで見たけど、パパを思い出して、やばかったなあ・・・ 

 

屋上までがんばって上ったけど、体力使い切って階段下りるのが怖い・・・そんな最近の朝のわたしです。 

でも、あの景色は、マックグリドルよりも、ロイヤルホストの朝ごはんよりも豪華で元気になる！！ 

でも、みおの作る朝ごはんにはかなわないな。 ねっ、ななちゃん？(笑） 

 

ほのかちゃんから 毎週恒例 私だけにくれる（笑）フォトメールマガジンが、月曜日に届きました！ 

いつもは日曜日配信ですが、日曜日は運動会のため、今週は月曜日です♪ 

月曜日は、毎週、大掛かりな検査と投薬治療でフニャフニャだから。。。元気になれたョ！ありがとう☆ 

 

さて、お母様からのメールには、５０メーター走、スタートは練習のかいあって完璧だったんだけど、 

３分の２ぐらい走ったところで、ほのちゃん転んでしまったそうです。。。 そこまでは、２番だったって（笑）  

膝すりむいちゃって、痛かったけど、泣きながら最後まで走ったそう。 

笑顔のお父さんとお母さんに囲まれた写真では、目が赤いほのかちゃんなのでした。 

 

でも、みおはうれしいョ！！ 残念ながら６番の紫のリボンだけど、よく、あきらめないで最後まで走ってくれたと思います。 よくが

んばりました。 

私のなかでは、ほのちゃんは一等賞なのだ☆ ほのちゃんは、一等星！ 光り輝いてるねっ。。。 

 

７月まで入院してたから、やっぱりまだ 脚の筋力も全体的な筋力も戻ってないよね。しょうがない。 
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今日朝から、津波注意報とか出てて、超怖かった（笑） 

１２時半ごろやってくるとか言ってるし・・・病院流されちゃったらどうしようって思いましたの♪ 

ヒロちゃんの あの海の見えるアパートは大丈夫かなって心配になって、デニーズで勤務中のヒロちゃんにメールしちゃったも

ん！！ 

 

東野圭吾著 「新参者」よかったです。パーフェクト！！ なんなんだ。このさわやかな感動は・・・（笑） 

殺人事件ではあるけれど、人情味あふれてて、優しくて暖かくて。。。こういうストーリーが読みたかったです。 

 

上杉刑事が 加賀刑事の過去を知っている・・・ってくだりで、加賀さんがかつて、警視庁にいたとき 

ある事件の弁護側の情状証人として裁判に出廷したことで、被害者側から反感を買い、異動させられた。実際には彼のおかげで

難事件が解決したのだが・・・ 

ってトコを読んだとき ひょっとしたら「眠りの森」の未緒（みお）ちゃんのことかな？って、嬉しくなりました（笑） 

やったね！みおちゃん☆☆  こういう ちょっとした仕掛けとか、続けて読んでて気付けるとＨＡＰＰＹです。 

 

サンマ料理、みおならいっぱい作れるョ！！ ななちゃんに食べさせてあげたいの！！ 

かみさま＊＊だから退院させてください。。。 それとも、病院の食堂の厨房、私に貸してくれます？（笑） 

今日は新たに、サンマを開いてねぎ味噌を入れて焼くお料理とか、 

トマトとシソを包んで 焼くお料理を覚えましたぜ。 

 

みお、夫婦別姓に反対します。 来たぞ来たぞ！ 大人しそうな素振りをしながら、いよいよ、「あの女」が動き出した。 

今だって、仕事では女性が旧姓で働くことは普通に行われているはずだ。 なぜわざわざ法律を作ろうとまでするのか。 

そこに、伝統的な家族制度を崩壊させ、男女の性差をなくしたい そういう考えが潜んでいると私は思っています 

 

男女差別は許されないが、男女が平等なはずがない。 それぞれが社会や家族に対して、貢献できる強み、働きがあるのだ。 

みおは男女の性差が違って当たり前。だからこそ素晴らしいと思ってます。 

 

野党時代の提出案では、親同士の別姓可能はもちろん、複数の子が生まれても、子供が別々の姓を選べるようにする・・・と明記

されてたそうだ。 

「バッカじゃないの」 の一言です(笑） こういう勢力は、ホントみおの敵だ。 

 

「どういう経緯で署名したか調べてる最中・・・」  

都合の悪いことは忘れたふりをする悪魔が、来年は次から次へ恐ろしい舵取りをするんだろうなあ。 

みお、命をかけて、憎んで戦う事を誓います。 
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2008-06-22 一年前の今日。 

去年の今日２２日は、みお 女性の病気で・・・入院した日。 

５月の末から麻疹にかかって、ずっと仕事にもいけず高熱にうなされて・・・ 

やっと治りかけてきたと思ったら(笑） しんどかったなあ。 

結局１ヶ月も入院することになったし、２回も手術したし 

その後、１月にももう１回手術をした。 

もう再発しなきゃいいな(笑） あんな痛い、怖い思いは２度としたくないです・・・ 

 

あの時、一人暮らしのみおのところに、ママはお店を休んで、入院中の１ヶ月付き添ってくれた。 

今度は、みおが恩返しする番だ。 

今は自分のことは後回しにして・・・ママとかわいい奈々ちゃんのために毎日がんばらなきゃ！！ 

 

奈々ちゃんが、かわいくてたまらない(笑） 

いつまでこんなふうに、お姉ちゃんのように慕ってくれるのだろう・・・・ 

娘を見守る、お父さんの心境って、こんな感じなんだろうなぁ(笑） 

奈々ちゃんのおかげで、母校とも まだつながりができたし、ヒロちゃんも一緒にごはん食べれるし！！ 

 

１５才の女の子に感謝することだらけです・・・ 

そのぶん、日暮里にいる おじさんおばさんは寂しい思いしてるんだろうなあ・・・ ごめんね。おじさんおばさん。 

でもまだ、どうやら好きな男の子はいないみたいですョ(笑） 

 

バスケ部の試合にも、いつか応援に行ってあげたいな。 

今日は生姜焼き。 奈々ちゃん 遠慮しないで、ごはんもいっぱい食べて パワーつけてね！！ 

みおねえちゃん。奈々ちゃんがいるから、深夜のバイトもがんばれるョ 

ありがとう☆ 

 

 

2008-07-09 最近のみお 

だめだ・・・ここ２週間ぐらい何をやっても、気力が出ない。みお・・・うつになっちゃったのかなあ(笑） 

 

 

2008-07-16 現実をうけとめよう☆ 

今日も病院へ、ママとリハビリ。 

ママのがんばりで、左手も左足も、みるみる動くようになってきた。 

やっぱ、みおがんばって、遠くの病院に通ってよかったなあ！！やっぱ気分転換になったのかしら？ 

ママ、喋れないけど、すごくいい顔してる。 

病院帰りの、喫茶店のデザートがきいたかな(笑） 

 

唾液の分泌のみ少なくなってるので、注意をしなきゃ。 

口の中をみたら、舌の上が乾いて、真っ白になってる。 酸味のあるごはんを増やしたり 

レモン水でうがいしたり、霧吹きで常に、オーラルウエット（絹水）吹きかけたり 

ゲル状の、オーラルバランスっていうやつを、ママの舌にぬったりしてるんだけどなあ・・・ 

やっぱ、口を開けないし、動かさないし どうしてもやわらかい食べものが多くなってしまうのがいけないのだろうか？ 

 

もうすぐ半月。車椅子のママを見ながら、たとえ右半身が動かなくても 

かわいそうだけど顔の麻痺が治らなかったり、喋れなくても 

今あるママの機能で、みおに感情を伝えられるように、いっぱい助けてあげなきゃって あらためて思った！！ 

 

 

2008-07-26 お部屋探しは、まだまだ続く・・・・ 

ママとお父さんと住む新居のアパートが、あとは審査待ち？で、お金を払うだけだったのに 今日 不動産屋さんを通じて断られた。 

車椅子のママには、こんないい物件無いっていうぐらい、トイレもお風呂場も居間も広めで最高だったんだけどなあ・・・ 

何か事故とかあったらまずい・・・と大家さんが思ったそう。 

 

やっぱ、大家が一緒に住んでるようなアパートは、きっと口うるさいだろうし(笑） これからは選ぶのやめよう！ 

奈々ちゃんの部屋からも高校も、最寄り駅も・・・いやヒロちゃんのバイト先だって近かったのに！！(笑） 

 

ママ。楽しみにさせてごめんね。きっとはやく、みお。もっといいお部屋探してみせるからネ 

 

今度は、簡単に外出できて もう階段で、怖い思いをすることもないョ(笑） 
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2008-08-02 まだまだ美紀姉ちゃんには かなわない☆ 

みおのお店のキャバ嬢の女の子も、美紀ねえちゃんも、わたしが「流星の絆」を薦めたら、みんな読んでくれた！！ 

「行成かっこいい～」 「泣いたよぉミオ！！」とのこと(笑） 

みおもそうだが、かっこよさとかわいらしさが共存している静奈ちゃんがだいすきなのだ。 

 

美紀姉ちゃんも、すごく良かったシーンとか言ってくれて、ドラマも楽しみだね！と 

お店終わってからファミレスで盛りあがったけど、一言だけ 

「女の子はああいうお話大好きだけど、男の人は意外と微妙なんじゃない・・・」と言ってました(笑） 

う～ん。。。そうなのかなぁ(笑） 

まあ、男性と女性は、きっと感じ方も違うでしょうしね。 

 

１８歳のころから、水商売の世界でがんばって、お客さんである男の人の趣味や心理と渡り合える？ために、きっと数多くの努力

もしてきたと思うし みおが、中１の時からずっと隣にいた人だ。 

あらためて、そんな一言から、「美紀姉ちゃんは凄いなあ」と、みおは感じた。 

美紀ねえちゃん 尊敬してるョ☆  

ドラマが始まる１０月までは、みお頑張って生きなきゃ！！ 

 

 

2008-08-02 あしたで半年 

今月は、２月と曜日が一緒なんだなあ・・・・ 

ママが倒れたのが、２月の３日だから、あしたで半年。 早い・・・はやすぎる(笑） 

最近は、ほぼ毎日 外に出てるから、感情も安定してきたように思います。 

以前みたいに、みおが手に負えなくなっちゃうぐらい、泣いたりわめいたりすることも無くなったし。 

病院のリハビリも、少しづつ出来る事が増えてきて、よかった・・・ 

 

一般的には、半年を過ぎたら改善の可能性は ほぼないと言われているけれど、 

みおは娘なんだし、いつまでも治る可能性を信じて がんばらなきゃな（笑） 

それよりも、しっかりとした食事とデザートや、奈々ちゃんや 大親友ヒロちゃんと賑やかな食卓やママが心が和む雰囲気を作っ

ていってあげたい。 

いつまでも過去を後悔しても、しょうがないと思います！！ 

 

きょうのごはん。 ちらし寿司、お味噌汁 ゴーヤちゃんぷる。豚しゃぶ。ほうれん草のごまあえ。ポテトサラダ。お豆腐料理。 

 

奈々ちゃんを想って、良質なたんぱく質が摂れるよう、ミオがんばったけど(笑） 

こんなんで だいじょぶかしら？ ななちんの筋肉痛が早く治って、レギュラーになれますように(笑） 

ななちん、１年生だからって弱気はだめヨ 強気でいこう！！(笑） 

 

今日はママと、散歩してお茶して、大きなスーパーでお買い物。 

地元のスーパーじゃ狭くて 車椅子大変だし、ジャスコさん(スーパー） ありがとう☆ 

 

 

2008-08-06 20:10:11 骨を分けてほしい(笑） 

もうすぐお盆だ☆ おかえりパパ。 

亡くなった方の魂が帰ってくるというけど、みおは、いつもパパの骨の近くにいたい(笑） 

そりゃ、茨城はママの地元だけどさ・・・ 

なんたって、鳥取みたいな遠いところのお墓に納骨しちゃったんだろう(笑） 

まあ・・・男の人は 実家のお墓に入るのは、当然なのかなぁ？(笑） 

去年の５月以来、お墓参りにも行けないし、今はママの介護があるから、お墓参りも行けないし・・・ 

パパも、ママの近くにいたほうが幸せだと みおは思うのです。 

 

骨を少しでいいから、みおに分けてほしいな(笑）  

一度納骨したものを取り出して、骨を分けるということは、仏教や神道の常識？から言って 

失礼じゃない、正しい行為なのだろうか？ 

伝統や風習に背くことはできないし、う～ん。。。むずかしい問題だ☆ 
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2008-08-08 おばあちゃんありがとう。 

２年前の今日は、ママのほうの、おばあちゃんの命日。 

２００６年は、みおも高３で忙しかったし、ラグビー部のマネージャーもあったし、夜はお店もあって・・・ 

 

春から入退院を繰り返してた、おばあちゃんのお見舞いも 夏になってからは 週に１回ぐらいしか行ってあげられなかった。 

 

あの日は、月曜日の深夜でお店終わった２時すぎに、日暮里のおばさんから、お店に電話かかってきて 

ママは、お酒を飲んじゃってたから、厨房のリュウさんが茨城から西新宿まで運転してくれて 

真夜中だからすいてたけど、間に合わなかったんだよなあ・・・ 

覚悟はしてたけど、まさかこんなに はやく亡くなってしまうとは思わなかった。退院も決まってたのに。 

 

おばあちゃん、みおはママをまかされてたのに、いっぱい働かせて 

まだ若いのに、大変な病気をさせてしまいました。 

おばあちゃんの大切な娘なのに・・・ほんとにごめんね。 

 

パパのお葬式のときとか、中学生のときは、よくうちにきてくれて、みおが寂しくないように そばにいてくれたよね。 

こんな小さい子を働かせるんじゃない！って、よくママとけんかしてくれて、 

優しい気持ちが すごくうれしかったです(笑） 

おばあちゃんが話してくれる ひいおじいさまの話がだいすきだったよ。 

 

現代に生きる人は、はるか昔の祖先のみなさんから 命をつないで生かされてるだけだと感じます。 

だから、伝統や風習は みお大事にするからね。 

おばあちゃん。みおも、いつの日か「命をつなぐ」からね。 

おばあちゃんのひ孫だね(笑） 楽しみにしててください！ 

ゆっくり休んでください・・・・ ママは、みおが絶対守るからさぁ(笑） 

 

 

2008-08-27 ママとサザンと、衝撃事実発覚！！(笑） 

日曜日の夜に放送された、サザンオールスターズのラストライブの総集編？をビデオに撮って、昨日観た。 

みおは１９だから、もちろんあんまり詳しくないけど、パパもママも大ファンだったから、小さな頃から、おうちのなかでは、よく流れ

てました。 

 

「真夏の果実」とか、「いとしのエリー」とか、「ＴＳＵＮＡＭＩ」とか、 

みおが知ってる有名な曲、全部演奏しちゃったから(笑） ラストの曲なんだろう？って思ってたら 

 

「ＹａＹａ （あの時代を忘れない）」 みお、この曲めっちゃだいすき！！ 

パパとママは よくこの歌を聴いてました。 ２人とも、大学在学中に出会って付き合って、すぐ結婚したから 

とっても思い出の曲みたい・・・・ 

おまけに青山学院大学出身だから、桑田圭祐さんや原由子と同じ大学で、よく自慢された(笑） 

歌詞にも、「ひとり身のキャンパス 涙のチャペル・・・」って、フレーズ出てくるしね。 

「この歌は、パパとママの大学で、桑田さんと原さんが出会って・・・・」って(笑） おんなじ話、何回も聞かされた。 

パパ、よくカラオケで歌ってたよなあ。。。 

 

みおは、あとは「涙のキッス」とか、「ラブ・アフェアー 秘密のデート」がすき。 

パパのひざの上で、８歳のとき、主題歌になったドラマ「スウィートシーズン」 夢中になって観てた！ 

不倫がテーマの大人のお話で、超ドキドキしたョ(笑） 

 

で、そんなことを一通り お父さんに何気なく話してたら・・・ 

な、な、なんと衝撃事実発覚！！(笑） 

よく聞かされていた１９８８年の ママが妊娠して みおがおなかにいる時に 

パパとデートで行った サザンの有名なライブで お父さんも彼女と(笑） 観ていたらしい。 

おいおい！！(笑） 世の中狭いもんですなあ。。。 

 

ママも 一緒に歌うことはできないけど、テレビから流れてくるサザンの歌のメロディにあわせて 

なんだか気持ちよさそうだった。 

パパとママと、お父さん ３人にも 大切な青春時代があったんだなぁ・・・なんて、みお思いました。 

 

最後の「みんな死ぬなよ～」ていう桑田さんの言葉、みお めっちゃ笑った。。。 

このビデオ。永久保存版だね(笑） 感動しました！！ パパにも見せてあげたかったな。 
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2008-09-03 テーピングの絆★☆★ 

みお、先週末 膝に激痛走る・・・ 

先週は雨ばかりだったから、ママを抱えて階段昇りおりするときや、車椅子持ち上げるとき 左ひざをひねったのかしら？  

 

そしたらヒロちゃんが、みおが深夜の仕事行く前に、氷で冷やしてくれたり シップを張って、テーピングをしてくれた。 

それから毎日、ごはんを食べ、シャワーを浴び終わると、みおの左足の面倒を見てくれる(笑） 

思えば・・・ラグビー部の女子マネージャーを２人でやってたときも、 

ヒロちゃんは、怪我の手当てとか、テーピング上手かったよなぁ・・・ よく教えてもらったもん。 

 

仕事から帰って、朝、お風呂に入るときは シップも外さなきゃならないし 

昼間はママと一緒によく動くから、膝に何もしてないと・・・まだ若干違和感があるんだよなあ。痛くないけど・・・ 

 

そして今夜も、みおはヒロちゃんに足を見てもらって、バイトに行く！！  

美紀ちゃんや女の子たちに 「どうしたの？その膝・・・」 って笑われた♪ 

１９の女の子としては、かなりかっこわるくて ダサいけどしょうがないな(笑） 

 

 

2008-09-04 ママはちいさな子供に戻った☆ 

今日は 午後 雨が凄かったから、ママが濡れたら風邪ひいちゃうなって 買い物一人で行ってみたけど、やっぱり帰ってきたら 

ママは 声こそあげなかったものの 涙をいっぱいためて ぼろぼろ泣いてました(笑） 

 

「たまには、一人で留守番をする訓練もさせなきゃ！」って、お父さんやヒロちゃんに言われて 

前は大泣きだったから心配だったけど、やっぱちょっと、かわいそうなことしちゃったかな。。。 

でもさ、ママ。 今日は雨がすごく降ってたし、車椅子だから靴もスカートもいっぱい濡れちゃうじゃん(笑） 

体も動かないし喋れないぶん みおや健康な人には わからない不安があるんだろうなあ。 

 

だから機嫌を直してもらいたくて お詫びに ママだけ高級のハーゲンダッツのカップアイスを買ってあげた(笑） 

みおは、スーパーカップの抹茶で節約！！ 

ママは元気な時から、クッキークリームが好きだったけど、やっぱ好きな味は覚えてるのね(笑） 

はやく 車椅子でも動きやすい もうちょっと広い部屋を探さなきゃ！！ 

 

今日の夜ごはん 

炊き込みごはん（さけ、いくら、エリンギなど・・・） ゴーヤチャンプル。 たらのホイル焼き 

野菜のてんぷら。 ほうれん草のごまあえ、 ロールキャベツ、おいなりさんに納豆包む。 

 

あくまでもバスケ部帰りで、育ち盛りの奈々ちゃんに合わせていっぱい作るけど 

なんやかんやで、お父さんもヒロちゃんも いっぱい食べてくれる(笑） 

 

「みお、２０年後ぐらいに一緒に、女のコ２人で食べものやさんやろうか？」 

「そんじゃそこらの ファミレスやお店なんて足元に及ばないぐらい、みおのごはんおいしいよ！」 

 

ヒロちゃんの最高の褒め言葉デス！！ 食費はいらないから、今日も奈々ちゃんを無事に送ってョ(笑） 

 

 

2008-09-06 回転寿司デビュー！！！ 

今日は、ママのお昼ごはんを抜きにして(笑）、午後ヒロちゃんと３人で 回転寿司屋さんに連れて行ってあげた。 

ママは朝はいつも、細めの納豆巻きと、ネギトロ巻きだけど、今朝だけはフルーツ添えのシリアル！！ 

夜ご飯から時間があいて、おなかぺこぺこだから ママちょっと不満そうだったなあ・・・(笑） 

 

車椅子から座席に座らせて、「おばさん、どれが食べたい？」って、ヒロちゃんが聞いて 

ママが左手で指差して、みおが代わりに お皿を取ってあげるナイスチームプレー☆☆ 

 

食べたのは・・・・まぐろの握り、中とろの握り、卵焼きの握り、ねぎとろ巻き、 はまち？の握り、いくらが乗ってるやつ(笑） 

 

一皿２貫だから、ママけっこうおなかすいてたのね(笑） 

握りは、持参のナイフで４等分して、みおとヒロちゃんで交代しながら食べさせてあげました。 

海老の握りも食べたがってたので、食べさせてあげたけど さすがにママには硬くて食べにくかったみたい(笑） 

 

みお１人ではとてもできないことも、ヒロちゃんのお力を借りれば 出来る事増えるんだなあ！！って思った。 

同い年ですが、まるでお姉ちゃんみたいに(笑） 高校の時からお世話になってばかりです♪ 
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2008-09-26  腹黒い女！！ 

ななちゃんを見てると、みおと４つしか違わないけど、やさしくて、かわいくて、まわりに気もつかえて、いとおしくなります。 

かといって、大人ぶった冷めた女の子じゃなく 少女のような純粋さもあって(笑） 

ミオがとっくの昔に無くしてしまった、天真爛漫で人を疑うことをしらなかった こどものころを思い出す。 

 

ヒロちゃんとも この前ママと３人で外出したとき話したけど、 

ななちんが高校を卒業するまでの、あと２年半、みおはいったい、どんなことを教えてあげられるかと思いました。 

 

みおはわずか１９年の人生だけど、だれもが優しく、話せば何でも解決するとか、 

ホントに悪い人っていうのはいなくて、みんな心の奥には優しい心を持っているとか・・・・ 

そんなこと、かけらも １ミリも思ってません(笑） 

ホントに悪い人はいっぱいいるし、国際関係といっしょで 何も主張せずにへりくだって、媚びてばっかだと 

うまく利用されるだけだと思うし、 基本的に世の中は腹黒く(笑） 自分の信じるもの、芯をしっかり持たないと 

だめで 痛い目をみる ということだけは、この７～８年で学びました(笑） 

だから、ほんとに優しい人や、信じた人は大切にしてあげたいと思うのだ。 

 

真っ白で純粋な奈々ちゃんに、あまり厳しいことや現実的な話ばかりして 

今のいいところを潰してしまいたくないし、だからといって、「みんないい人、人を信じれば自分に返ってくる」 

とか、「人を疑ったらだめだよ！」なんて、どっかの、みおの嫌いな新聞みたいな(笑） ことは言いたくない。 

 

まあ・・・結局は、みおが腹黒くなった・・・ってことかな！(笑） 

 

 

2008-10-03  みお。奈々ちゃんのママになる！！ 

火曜日の日に、奈々ちゃんの父兄面談に行ってきた！ 

週１しかない、お父さんのお休みの日にママを看てもらって、午後、ななちんと校門の前で待ち合わせ。 

 

みおは おしゃれヒロちゃんに、スーツを借りる。体型はほとんど同じ。あたしのほうが、３センチぐらい身長高いのかしら？ 

お仕事忙しい、おじさんとおばさんの代わりだから、とっても気合が入った。 

１年半前の卒業式の日は、まさかこんなふうに、また校内や教室に入ることが出来るとは、夢にも思わなかったなあ・・・(笑） 

 

みおの時は、生活指導の担当だった、超怖かった先生が、今の奈々ちゃんの担任。。。 

一年のとき、みおが実家のお店で働いてることで、とっても厳しくシバかれた(笑） 

しかし、そんなことに負けずに、ちゃんと大人な態度で話し合って、説得したら お互い分かりあえたもんね(笑） 

いい思い出です☆ みおは中学校では先生にいじめられたけど、 

このおじさんは、なかなか気骨のある いい先生だったと思う！！ 

みおに時々、なぜか敬語で話してたのが、おかしくてたまらなかったけど。 

あたしを大人として認めてくれたのかな？ 

 

「明るくて元気で 行事にはみんなをまとめてくれるしね。クラスのみんなに慕われてますよ。」 

 

「あなたは授業中、寝てばっかだったけど(笑） 各教科の先生の受けもいいし、まじめだし 

今のところは勉強も生活態度も、１２０点満点だね！ お宅ではどうですか？」 

 

・・・・・部活で疲れてるのに、ごはん作るの手伝ってくれたり、洗い物してくれたり 

ママの面倒もみてくれる とってもいいコだと、みおは答えておきました！！(笑） 

最後に、一人暮らしをさせてることについて、優しい苦言？をもらった。 

最後は、あの眼光鋭い、でもあったかい目で、「頼んだぞ！」って言われてるような気がしました。 

 

なんだか お母さんの予行練習をした感じです。 

誇らしい優秀な娘をもって☆ なんだかみお。とってもしあわせ！ 

きっと職員室では、「え、あいつの従妹なの？ ずいぶん違うもんだねぇ・・・」とか、言われてそうだ。 

まあいいや。ななちんが めっちゃかわいくて、優しくて優秀なのは間違いない！！(笑） 

あたし、ホント親ばか・・・☆ 

 

帰り道喫茶店で 奈々ちゃんにケーキと飲み物をご馳走してあげました。とっても楽しかったデス！！ 
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2008-10-05  いい女の定義☆ 

みおが考える、憧れるいい女とは・・・(笑） 

 

１、飲み屋さんや、酒場でスポーツの話ができる！ 

  ・・・・これ、実家のお店でホステスだったミオとしては、御客さんと会話するために、一生懸命勉強しました（笑） 
 
２、スカートも、ジーンズも履きこなせて似合う人！・・・・スカート履かないと、脚のラインの、しなやかさがなくなるもんね。 
 
３、脚が細い！！ ・・・・・・ これは当然です！！ みおはまだまだデス(笑） スクワットしなきゃ 
 
４、酔いつぶれない(笑）・・・・・・ 夜、道で酔いつぶれて 男の人に介抱されてる女とか最悪！！ 
 
５、自立してる、仕事バリバリ 

  ・・・・・・でも、男に負けるもんか！みたいに、変に男の人を意識して眉がつりあがってる女の人とか、正直引くねぇ・・・（笑）  
 
６、よく笑う☆ よく食べる！ 小さなことにこだわらない(笑） やさしい心の持ち主。 

 

みお。今日もファッション誌でも読んで、いい女になる勉強しなきゃ！！ 

まあ・・・みおのまわりには、美紀ねえちゃんをはじめ、お店のかわいい女の子 

いっぱいいるから 勉強させてもらってま～す！(笑） 

 

 

2008-10-07  ママ☆ めっちゃ美人さんだョ♪ 

ママの髪が伸びてきたから、日曜日、水戸の美容室に連れてってあげました。 

ママが倒れてから８ヶ月で、こんなに髪が伸びて、みお。とってもうれしい☆ 

ヒロちゃんの通ってる、お洒落なお店！ さすが・・・素敵だぁ。。。 みおも切ってほしい(笑） 

あたし茨城帰ってきてから、一度も美容室行ってないんですけど・・・(笑） 

前髪、自分で切るの うまくなったぜ＊＊ 

 

ママが外出するときは、ちゃんとお化粧もするし、マニキュアも塗るし 

車椅子だけど、すごく綺麗な女性にしてあげたい☆ 

みおは、高校時代の ちょっとお金があったとき買ってた服で、なんとか今まで しのいできましたが・・・(笑） 

今年の冬は、服買わないで乗りきれるかなぁ？ あのとき、いっぱい服買っといて、よかった・・・(笑）  

そういえば、ママに 「ちょっと買いすぎじゃない？ 働いて お金持ってるからって 

しっかり貯金しないと、いつかお金に困るよ！」 って、よく怒られたっけ。 

でもママ？ みお、自分で働いたお金で就職活動もしたし、東京にも行ったじゃん！(笑） 

 

お洒落な ボブみたいな髪型になって、綺麗な栗色？にも染めてもらって 

待合スペースのソファーで爆睡。。。してたミオのもとに、ママは帰ってきてくれました！ 

うん、これなら理想のママだ！ 超カワイイョ☆☆ 

 

夜は、「石狩なべ」を作った。 ひと足早く２０歳になったヒロちゃんや、ななちんや 

何より愛するお父さんに、キレイになったと褒められて ママは幸せそう☆ 

外で出されると、正直みお困っちゃうんだけど・・・・ おうちの中だったら、ママがうれしいときに発する 

大きな声、いっぱい出していいよ～ 

娘のわたしが、「奇声」なんて言ったらいけないよね(笑） ごめんねママ 

 

奈々ちゃんと、ママのために 今夜もみおは お店に行きますよぉ！！ 

奈々ちゃん。みお姉ちゃんがんばる！！ だから 明日からも学校とバスケ がんばってね。応援してるよ～ 

 

 

2008-10-09  最近のみおんち☆ 

今日はママを、ひたち海浜公園っていう所に連れてった。 

初めて行きましたが、壮大で、すごい広さ！！ コスモスやスイセンがいっぱい咲いてて感動しました。 

遊園地もあってビックリした。 小さい子連れてっても、１日楽しめるなあって感じました！ 

ママの心も、晴れてくれたかなあ？ ママ、お昼のいくら＆しらす丼 美味しかった？ 

茨城でも、みおにはまだ、行ったことのない街がいっぱいある。 

しかし、車じゃないから 交通費、ごはん代かかりすぎ！！  

今月も家計簿を前に みお、きっとため息だわ。。。(笑） やばいやばい♪ 

 

きのうは、ななちんが微熱をだして、みおんち泊まった。でも食欲はあったから安心。。。（笑） 

茨城にきて７ヶ月 知らない街でひとりぐらしだし きっと疲れが出たんだろうなあ。 
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みお、朝マックで いつもより３０分早く起きて、おうち帰って おにぎり作ってあげました。 

今朝は熱下がってたけど、バスケ部も練習出たみたい・・・・ななちゃん がんばりすぎじゃない？ 

ミオねえちゃん 少し心配ョ(笑） 

 

お米屋のおっちゃんが、「はえぬき」っていうブランドのお米を２０キロ買ったら おうち届けてあげる 

って、うまい商売しやがった！(笑） まあいつも重たい思いしてるし、 いいか・・・って買ってみたら 

これがこれが・・・予想以上に超美味しい☆  魚沼産コシヒカリって食べたことないけど、 

これならぜったい勝てるって！！ おそるべし「はえぬき」 

奈々ちゃん、なんにも遠慮せずに、毎日ごはん いっぱいおかわりしていいからねっ＊＊ 

いや、奈々ちゃんがいっぱい食べてくれないと、みおんち食材余っちゃうの・・・ 

 

ヒロちゃんが蒟蒻ゼリーが食べられなくなった！って怒ってた。 

って、、、ヒロちゃん 普通のゼリー食べても 細いんだからだいじょうぶだョ(笑） 

 

いや、それはともかく、みおも同感です。 １才の赤ちゃんに、普通の常識がある大人だったら 

こんにゃくゼリー食べさせないよ！ 表示が小さかったとか、そんな問題じゃないって(笑） 

みお、小学生の時だって、こんにゃくゼリーは、一気に飲みこんだら危険って分かってたし、ちゃんと噛んで食べなきゃいけないっ

て理解してた。 

ヤンキー義家がラジオで、「親になる責任感も、資格もないのが親になってる」と怒ってましたが、 

こんにゃくゼリーを赤ちゃんに食べさせるような ましてや凍らせて食べさせるような親は、みおは軽蔑する。 

 

あたしだって、自分でごはんを食べることができないママが、のどに詰まらせたら大変だって 

ママのごはんは、小さく刻んだり、 摩り下ろしたり、とろみをつけたり ゼラチンで固めるときは、ゆるさにだって注意してるよ。 

ごはん作る人間は、食べる相手のことをしっかり考えるのが愛情だ。 

 

さあ・・・今夜も原付を飛ばして、バイトに行ってこようっと！！ 

なんだかみお １日中、お料理したり洗い物したり お掃除してるなあ・・・(笑） 

 

 

2008-10-11  おでん今年初挑戦！！ 

今夜はすごい北風で、ママと帰ってくるとき めっちゃ寒かった。 

こんなに遅くなるとは思わず、ママに寒い思いをさせてしまいました。 

 

今夜は、しょうが焼き、野菜炒め、おでん、納豆の大根おろしキムチ添えを作る。 

おでんは、大根 こんぶ ちくわ はんぺん さといも つくね たまご 

あ～ みおが警察に連れてかれなかったら(笑） もうちょっとしっかり煮こめたのに！！！ 

大根 しみてないって(笑） 

 

ななちんと、ヒロちゃんと、ママの笑顔をみていたら、午後の怒りも飛んでったョ。。。 

昔から一人でご飯食べること多かったから、なんだか今でも不思議な気分 

そういえば去年の今頃、明大前の定食やさんで、ごはん食べながら産経新聞読んでたら、 

おかみさんに怒られたなあ(笑） 「ちゃんとした姿勢で食べなさい！」って☆ 

 

ななちゃんには、せめてあと２年は、普通のしあわせと あったかい食卓を みおあげたいです。 

 

 

2008-10-12  運動会のヒロイン☆ 

運動会の季節。近くの小学校も、今日にぎやかだった。 

みお、小学生のころは短距離 クラスの女の子で１～２番！ 運動会はもう、楽しくて楽しくて♪  

クラス対抗リレーも、いつも選ばれて、最下位ぐらいでバトン渡されるけど、あっという間に３～４人抜いて(笑） 

１位でゴールしたこともある。 あの時はみお、スターだったよなあ！！ 

中学校でまじめに陸上部やってたら、今頃 才能開けてたかしら？ 

 

楽しかったのは・・・・その日だけはパパが夜、お仕事休んでくれて、みおとごはんを食べてくれたこと。 

ママと３人で、低学年のときはファミレスだったけど、パパはコックだから、今思うと いいとこ連れてってくれたこともあって♪ 

あのハンバーグ 美味しかったなあ(笑） 

 

わずか１０年前のできごと。。。 パパ・・・みおのもとに戻ってきてョ！！ 

 

今日はママのマフラーとブーツを買いに出掛けました・・・・ とっても寒かったです。 
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2008-10-24  みおの恩返し。 

きのう、おばあちゃんの３回忌をしました。 やらなきゃいけないことを、みお ずっと忘れてた。 

ママが病気だから、「無理してやらなくても・・・」と、おばさんに気遣ってもらいましたが、 

みおは、おばあちゃん子だったからね～（笑） 中学生のときとか、精神的に不安定だった私を  

よく支えてくれた。 本当は 亡くなった月だから、８月にやらなきゃいけないんだけど。。。 

 

平日だけど、ママのリハビリがない木曜日しか、おばさんやお父さんの都合があわず、 

おばあちゃんの兄弟も、みおが電話したら快く参列してくれました。 

法事のあとの、お料理の手配や、お酒の手配とか、お寺やお坊さんの手配も、みおがんばった！ 

おばあちゃんの長女の娘だもんね。しっかりしなきゃ！！ 

 

去年もちょうど今頃、ママの再婚の 結婚式の代わりの食事会の前に、親戚が揃うから 

おばあちゃんの１回忌をやったんだよなあ・・・・ 私は、介護施設から仕事終わりで 茨城に超強行スケジュールで帰ったもん・・・ 

 

あのとき、おばあちゃんの写真をみて、みおの家系は短命が多いなあ、って不安になった。 

そして、パパが死んでから苦労し続けた ママの再婚がうれしかった。 

おばさんは、みおのことを、お父さんに、 

「こんないい子はいないです。もう、目の中に入れても痛くないぐらい・・・よろしくお願いしますね」って言ってくれたっけ（笑） 

ママが病気して家族の絆は深まった。病気がなければ、奈々ちゃんとも そばにいれなかっただろうし、 

お父さんとも、ここまで仲良くなれなかったと思います。 

１９歳、この１年。。最悪だったのか・・・良かったのか 正直わからないよ（笑） 

 

おばあちゃんの兄弟が、ママの車椅子の前で、 

「どうしてこんなことに・・・」って号泣されたのは、正直みお まいりました・・・（苦笑） 

ママにとっては、おじさんや おばさんだし、昔ずいぶん 可愛がられたって ママから聞いたことがある。 

 

大人のお付き合いって、難しいなあって実感した。 

ななちんと、「今、生きてる人たちだけで 物事を考えたらいけないね」って話し合った。 

過去を生きた方々、未来のこどもたち、そして今を生きてる人たち 

なかなか難しいけど、この３者が、納得するような？ そんな世の中であってほしいなあって（笑） 

おばあちゃん。少しは恩返しできたかな？ みおを育ててくれてありがとう。 

もう小さなことでは負けない、弱音をはかない 強い女の子になりました。 ありがとう☆ 

 

 

2008-10-25  ミオの体から、いつのまに脂さんが溶けていなくなった。 

お風呂でママの体を洗う、リクライニング・シートを買った。 

今まで使ってた、きっと高級だった椅子は、シャワーのお水に耐えられず（笑）ボロボロになっちゃった☆ 

ママは自分で、体を動かすことがまったくできないから、みおが背もたれを倒したり うつぶせにしてあげたり 

仰向けにして ママの体を洗う。 

介護保険で専用のものを買ったほうがいいかな？とも思ったけど、慣れもあるし、ママも大変だと思ってやめました。 

リクライニング・シートとは・・・みお、我ながらグッドアイデア♪ 

 

ただ、お父さんも使うし、みお深夜お店があるから、夜ごはん終わったら シャワー浴びるし 

椅子のお風呂場への搬入、搬出が大変なのだ☆ 

 

そういえばヒロちゃんが この前持ってきた体脂肪計で計ったら、みお な、な、なんと、、、 

体脂肪率７％ スポーツ選手並みだって書いてありました（笑） 

ママのおかげョ★ ありがとう。 

ママを担いだり、おんぶして階段上るし、段差では車椅子持ち上げるし ママを毎日お風呂入れてあげてたら 

こんなに筋肉質になっちゃいました♪ 介護施設で働いてたときから腕は太かったけどね（笑） 

でも体重は４０キロ。キープキープ！！疲れが溜まると３８キロや３９キロになっちゃいます・・・ 

まあいいや・・・ 太るのは簡単だもんネ☆ 

 

ななちゃんは、バスケ部で毎日猛練習してるから、すっごい食べるけど、とっても細くしなやかです。 

ヒロちゃんは、とっても美人さん。かつて、みおのお店に初めて来たとき、美紀ちゃんもママも 

「みお、あのコ スカウトしてよ」 「え？みおと同い年なの～」って言いやがったぐらい・・・（笑） 

 

今夜は久しぶり、カレーをいっぱい作るぞ！！ 

シーフードと、チキン。ななちゃんのために、カツも揚げてあげようっと！ 

こんな大きな寸胴で カレー煮こめるなんて、みおの体もワクワクして煮詰まりそうだ♪ 
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2008-10-29  睡魔に惨敗。。。 

きのうは、お店を午前３時すぎに出て、原付で少し走って ２４Ｈ営業のマックに行った。 

最初はオレンジジュースかホットコーヒー飲みながら、雑誌か本を読むのが定番☆ 

おなかは破裂しそうなぐらい空いてるけど(笑） 朝マックが、みおは食べたいから我慢！！ 

しばらくして、マックグリドルを食べた。超美味しい☆ 少し眠った・・・ 

 

久しぶりに子どもの頃の夢をみました。 

パパもママも、おばあちゃんも、みんな元気。 みおはまだ 絶頂期の、なかなか可愛いガール(笑） 

なぜか、ヒロちゃんや、リックもいた・・・夢って、めちゃくちゃだ♪ 

あれ・・・みおの背中を誰かが叩いてる気がする(笑） 私の名前を呼ぶ声も。。。 

 

目を覚ますと、なぜか美紀ちゃんが、みおの隣にいました。 

「おじさんから電話があったんだよ。 『みおちゃんが朝になっても帰ってこない』って・・・」 

時計をみたら、いつのまに朝の９時４０分。 

やっちゃった・・・ 仮眠のつもりが、気づいたら爆睡しちゃった☆ 

 

「車にひかれたんじゃないかって・・・本気で心配したんだから！！」から始まって 

「いいかげん携帯持ちなさい。」とか(笑） 「バイク通勤だいじょうぶなの？」とか 

「もうちょっと寝なきゃ もう無理だよ」 と、みおずっと、マックでお説教！ 

 

「はやく帰らないと、ママが待ってるし、お父さん会社行く時間過ぎてるよぉ～」と、逃げようと思いましたが(笑） 

「おじさん、午後から出社に代えてもらったって！」と、逃がしてもらえませんでした。 

 

毎日２，３時間眠れば、なんとか大丈夫だと思ってたんだけどな(笑） 

ひさしぶりに目は覚めてるけど、脳が目覚めてないっていうか、しばらく何が起こってるのか 

さっぱり理解できなかったです・・・ 楽しい、いい夢だったもん！ そりゃ寝坊もするって(笑） 

 

午後はママと、リハビリで病院へ行った。今は辛抱の時期。がんばらなきゃなあ・・・  

みおに追い風吹くかしら？ 

馬場俊英さんの新曲。「いつか君に追い風が」 最高です！！ 

「君はレースの途中のランナー」 「スタートライン～新しい風」に続いて、今回もすてきな歌☆ 

今年も馬場さん、紅白出てほしいな。 あとパフュームも！！(笑） 

 

 

2008-10-31  ハイテンション☆ 

今日はヒロちゃんバイトお休みで、ママにお昼ごはんを食べさせてあげてた、１３時すぎ みおんちに来た。 

ママ、月水金は、リハビリの日だけど、最近疲れが見えるので、今日はお休み。 

病院まで行くのに、みおもママも疲れちゃう(笑） なんとか、なんないかなあ・・・  

なんだかみおも、最近つかれちゃったぜ(笑） あんま、お父さんや美紀ちゃんの前で疲れた顔見せると 

心配していただけるのはありがたいんですが・・・物事が変な方向に進みそうで(笑）、いつも笑顔でいなきゃ！！ 

 

さて・・・ヒロちゃんの成人式で着る 晴れ着の、試着の（？）写真を見せてもらった。 

うわぁ・・・ヒロちゃん、めっちゃキレイ！！ 芸能人みたい(笑） 

みおも着たいなあ・・・ ずっと楽しみにしてたのにな☆ 去年の今頃はまだ、東京で働いてたから 

貯金のプランもたててたのにさぁ・・・ 

どうしよっかな。Ｇパンで行こうかしら(笑） 浮くな・・・ぜったい☆ 

宝くじ、買ってみよう・・・奇跡に賭ける！ 

多分無理なんで・・・ヒロちゃんのカメラマンになって、いっぱい綺麗な写真を撮ってあげようっと！！ 

大学行った子は、卒業式で着るから、やっぱ買うのかな？と思いました。 

 

寒くなっても、季節が変わっても ななちゃんはやっぱ、超カワイイ♪ 

コートとか、着るもの ちゃんと持ってるのかなあ？ 買ってあげたいなあ(笑）  

この前夢に出てきたパパは、 

「みお、奈々ちゃんに、ちょっと甘やかしすぎじゃないか？」と、確かに言いました！！ 

これホント☆ この前の夢のパパは、近年まれにみる(笑） 声も顔も、はっきりしていました。 

もう・・・時任三郎さんと ほとんど混じってるのかなあ・・・(笑） 

記憶が薄れてゆくのは怖い。 頭の容量をアップしたい！！ みお、忘れたくないことがある 

 

みお、自分が屈折した女だと最近気づいた★ あんま感動できなくなったのも、人をあんま信じないのも(笑） 

そういうことか・・・ 「体脂肪率７％の屈折した女。」 クールガール☆  
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パパのせいだ(笑） パパが死んだからだ！！ パパ 次生まれてくるときは、長生きしなきゃだめョ♪ 

あと、少しの貯金と、しっかり保険にも入りましょう！ 

 

しっかし、中学校の先生はみんな冷たかったなあ・・・なんであんな意地悪なんだろう。 

そりゃ、あたし登校拒否で、３分の２は、中１中２休んじゃったけどさ(笑） すみません・・・ 

みおの「公立の先生嫌い」は、あいつらのせいだ(笑）  

よかった・・・奈々ちゃんが、みおの後輩になってくれて♪ 

 

ママが、ヒロちゃんの写真を見て、微笑みました。 

あのヒロちゃんも、もう成人だョ(笑） ヒロちゃんは、元気だったころのママに憧れてたもんなあ・・・ 

「みおは幸せものだね。あんな、かっこいいお母さんいて」 と、 

ラグビー部練習終わった 帰り道で言われました(笑） 

まあ・・・「隣の芝生は青い」っていう ことわざ？もありますから(笑） 

 

「おばさん、みおの晴れ着姿みたいよねぇ・・・？」って、ヒロちゃん 余計なこと言いやがった(笑） 

そりゃ、ママや、お父さんにも見せてあげられるもんなら、親孝行になるとは思うけど。 

「ハタチは一生もの」 毎週、着物のダイレクトメール着ます(笑） みんなかわいいね☆ 

 

今日は夜ごはん、グラタンと、かにクリームコロッケを作った。 

かにクリームコロッケ、みおの詰めが甘く(笑） １個揚げてる最中に破裂(笑） 

あぶないよ！ 「顔はやめて！ボディ ボディ」って、 

みお、ドラマは見たことないけど、なぜかせりふだけ知ってるぞ★ 

 

秋はせつない・・・なんて、落ちこんでる場合じゃない！！ 

今夜もバイト。みお、おかねほしい。。。 そんで、ママと病院帰りの、ちょっと高級な喫茶店に行きたいのだ(笑） 

もうそろそろ、かなり常連だぜ♪ 

みお、今日はちょっと、精神が不安定だなあ・・・(笑） 

 

 

2008-11-01  深夜のファンレター♪ 

１ヶ月ぐらい前になるけど、憧れの女の人に(笑） ファンレターを書いた！ 

深夜ファミレスで、朝までひたすら書きました☆ 

みおは、前はよく お友達にお手紙書いてたけど、ママが倒れてからは、いけないと思いつつも、、、 

パソコンのメールで済ませちゃってるから、ひさしぶりのお手紙♪ 

力を入れて書きすぎて 二の腕の裏が痛くなる、あの独特の感じ(笑） 見事によみがえったぜ(笑） 

 

中学生のとき、落ちこんでたみおに、光と熱をくれた 憧れのひと。 

むかし、電車を何本も乗り継いで(笑）、一度握手をしてもらったの☆ 

あの時の、手の温もりも 優しい笑顔も、今でもみお。はっきり思い出せるもん！ 

今でも輝きはそのまま、 いや、もっともっと 綺麗でかわいくてさ！あったかくて、逢いたいなあ・・・ 

 

大きなところだし、本やネットで調べた住所 正しかったかもわからないし☆ 

きっと沢山の人の手を渡ってゆくと思うから、そう簡単には届かないと思うんだけど・・・(笑） 

やっぱり届いてほしいデス！！ 

この想い 届きますように・・・・ 

 

そばにいなかったり見えないけど、心の支えの人がいる。幸せを願う人がたくさんいる。 

あのとき、死なないでよかった(笑） 

 

あたたかくて やさしい笑顔に・・・ 

さみしさも、不安も吹き飛んで・・・・ 

みおに、ココロのちずを教えてくれたひと・・・ 

 

うまい！ な～んちって。 いや、やっぱ・・・いまいちだなあ。 

 

あんなお姉ちゃんが欲しいなぁ＊＊ 

愛してます・・・(笑） お仕事がんばってね。 
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2008-11-03  ミオも愚痴るぜ☆ 

昨日の夜 帰ってきた奈々ちゃんは、お弁当美味しかったと言ってくれた。 

ママのお稲荷さんのことは さすがに忘れてたけど(笑） がっつり食べて、試合でも実力を発揮できたみたいだ。 

さすがに少し多かったみたいで、おいなりさん２，３個 お友達に分けてあげたんだって☆ 

帰りは、中華レストランで、バスケ部みんなで食べてきたそう。 

「まあまあだったよ。 みおちゃんのお料理のほうが美味しいよ！」 

無償の愛も、時々でいいから優しい言葉をかけてもらえると より一層磨かれるというものですな(笑） 

みおが気持ちよくなるツボ ななちゃんは押さえてるねぇ・・・ 

 

関東大学ラグビー対抗戦。 きのうは慶明戦 ２４－１９ Ｊスポーツの録画？で試合見てたヒロちゃん情報では 

スコア以上に圧勝だったみたい。今年は得点力は、そんなに無いかなあ・・・って心配だけど 

ディフェンスがいいなあ！！ 帝京大学にも５－５の引き分けだったし。 

しかし、ワセダが８年ぶりに負けたのにはビビった。 信じられなかったです。 

今年こそ、１１，２３ 勝たなきゃ！！ 弱体化してたチームに、熱を叩きこんだ松永監督になって 

林監督に引き継いで４年目。 総決算で、今年こそ日本一になれる予感がしてます。 

楽しみ楽しみ☆ 花崎キャプテン がんばってください！！ 

上田昭夫さんが、明治の戦いに疑問を呈してました。 確かに今シーズンは不甲斐ない。 

数年前も、清宮さんも あれだけの才能を生かせてない明治には、早明戦のあと怒ってたこと覚えてます。 

 

とはいいつつも・・・・みおも愚痴る。 

睡眠不足で、頭が回らない・・・ちきしょう！朝日新聞の、あのクソ社説(笑）に反論したいのに 

うまく文章が組み立てられないよ～ 

ひいおじいさまに申し訳ないです。こんなんじゃ、ひいおじいさまの曾孫の資格がないなあ。 

 

テレビつければ、なんか楽しそうな、笑顔の同世代の女の子ばかり出てるので、なんかむかつく(笑） 

 

パパも死んだし、おばあちゃんもいないし、ママはあんなだし、ヒロちゃんだって、ななちんも 

いつかは、みおんちから離れてくし、 そう考えると将来、みおはどうなってしまうんだろう・・・ 

不安になるなあ。 

 

ていうか、美容室にも行きたいし、眠りたいし、成人式の晴れ着着たいし(笑） 遊びたいな。。。 

 

あ～すっきりした。 ママが でもだいすき。 放っておけないもん。 

明日からまた ミオがんばる！！ 

 

 

2008-11-05  潮の匂いがする田舎娘♪ 

寒い寒い！！茨城寒いよぉ♪ 海風が、みおを襲う。 

帰ってきてから、もう 11 ヶ月。 あたしもそろそろ、「潮の匂い。。。」がするオンナになったかな(笑） 

お魚屋さんの店員さんが、お魚の匂いがしたりするみたいに・・・、あ、焼肉やさんでバイトしてたマキちゃんが、 

「朝起きると、お部屋の中、焼肉の匂いがするの・・・困っちゃうよ。」と、高校生の時、言ってました。 

マキちゃんお元気ですか？ みおは東京に勝てませんでしたが、あたしの仇をとって(笑） 

東京で いい女になってください☆ 大学生活、大変だと思うけどがんばってね。 

 

そろそろ、美紀ちゃんのお誕生日。いやぁ・・・1 年って早いなあ。 

初めて会ってから、もう７年。すごい美人で、最初は「銀座のホステス」っていうから、かなりビビってた事を 

覚えてます。美紀ちゃんの 人柄と技術がなかったら、ママとみおのお店、ここまで繁盛しなかったし 

ママの代わりに、お店を引き継ぐことも出来なかったと思う・・・感謝してます。 

中２の時から、毎年プレゼント送ってるから、もうそろそろ、送るもんが無くなってきたなあ・・・（笑） 

２８歳の女性に似合うもの・・・ わかんないよ～ 頭回らない・・・ 

最近ファッション誌 読む時間無いからさ♪ 

 

思い出すのは、現実の厳しさを叩きこまれたことです(笑）  

きっとママから言われたんだと思うけど(笑） みお子供の頃。習い事帰りで、気の抜けた接客してると・・・ 

裏口まで 暇になったとき連れてかれたし！！ シバかれた！！ 

「たかが片親なぐらいで、悲劇のヒロインぶってるんじゃないよ・・・」って(笑） 

キャ～ 怖い怖い(笑） 思い出しても ゾッとするョ☆ スパルタだぁ。 

何回か、ひっぱだかれたもん・・・  

でも、中３のころからは、みおも目覚めて 片腕として☆ 頑張れたと思うんだ(笑） 

でも、バイトの女の子には、ミオほど厳しく教えてないから、なんだかなあ・・・って思っちゃうョ(笑） 
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今では、とってもやさしいお姉さん＊＊ 

 

危ない目にあったときは、いつも助けに来てくれました。 この前、マックで寝坊したときも☆ 

「みおなら、六本木で じゅうぶん通用するよ」 あの一言は今でも誇りです！！ 

心残りは・・・みおの東京の介護施設に預けてくれた 美紀ちゃんのおばあちゃんを、 

みおは辞めちゃったから 看てあげられなくなったことです。 

全額、一括でお金用意してきたときは、みお 相当ビビったけどネ。。。 

 

奈々ちゃんと一緒に送ろうかな・・・みお、今年はあんま、いやかなり(笑） お金ないです！！ 

あのころの、ミオと美紀ねえちゃんの関係が、なんだかいま、私と奈々ちゃんにダブります。 

こんなふうに思っていてくれたのでしょうか？ みおの場合は溺愛ですが・・・ 

 

みおは奈々ちゃんに、ごはんは作ってあげられても、お姉ちゃん的な相談に乗ってあげたり 

話を聞いてあげる時間を作れず、ものすごく反省してる。 

だから、ヒロちゃんに頼んだ。 みおんちでごはん食べたら、今夜 ヒロちゃんちで２人で泊まってくれるそう・・・ 

なにか、みおに話せないことが出てくるんじゃないかと・・・(笑） 恐怖感もありますが 

ななちんの、不安も寂しさも、少しでもぬぐえるようになったらいいな♪ 

 

「オーマイガール！」 の杏ちゃん役の 子役の吉田里琴ちゃん 超カワイイ！！ 

少し小生意気なトコが、みお胸キュンです。 

「波乗りレストラン」も、ビデオ、タイマー録画しまくりだぁ(笑）  

”もぐたん”の お母さんとの話もよかったし、昨日の、お父さんを探す回も良かったです。泣きました・・・ 

まこにゃん、のんちゃん、ぴーちゃんも 超かわいい(笑） 今日の、のんちゃんに好きな人ができたお話も 

みお、あったかい気持ちになりました。 

みおも、疲れてるよぉ・・・休みたいョ(笑） 

 

腰がいたい。背中痛い。首もいたい。 ひざもまた、少し違和感感じるぞ(笑） 

今日は、ママと病院に行った。リハビリ、リハビリ♪ 

今夜は中華祭り。 ホイコーローでしょ、マーボ豆腐 エビチリ作った。 ママがすごい喜んだ！ 

辛いもの、だいじょうぶかなあ・・・ 作ったミオがいうのも変だけど、心配だよぉ・・・ 

 

そして今日も、ミオはバイクに乗り、ニット帽に、ストールをして お店にゆく。 

精一杯がんばろう。明日の朝の、マックのホットコーヒーが楽しみ♪ 

労働のあとの１杯は美味しいね(笑） 

 

 

2008-11-07  逢いたくなった時には、もういない。。。 

♪～～ もしも願いが叶うなら 吐息を白いバラにかえて  

     逢えない日には 部屋中に飾りましょう。貴方を想いながら・・・  ♪「恋におちて～ｆａｌｌ’ｉｎ ｌｏｖｅ」 

 

キャ～ 照れるぅ。。。 みお、パパがいっぱい レコードやＣＤ残してて、８０’Ｓの歌 いっぱい知ってます。 

今でも懐メロ番組みたいので、この歌が流れると、ヒロちゃんが 

「あ、みおの１８番だ！！」 って からかいます（笑） 

「みおのこの歌聴いたら、たいていの男はイチコロだよ！」だってさ（笑） ほんとかなあ？ 

高校のときの、みお、ヒロちゃん、みずき のコピーしかやんない ヘンテコバンド♪でも、 

何回か練習しました。 唯一のスポットライトが当たった（笑） 卒業式の日のステージでは 

旅立ちのテーマにふさわしくなく☆ 結局披露できませんでしたが、 

みお的には、一番イケるかな って思ってたんだけどなぁ・・・ 

まだ、この歌の女性のようなココロは、みおさんさっぱりわからない（笑） 

 

カラオケ行きたいよぉ！！ 去年の春就職してから一回も行けてないぞ・・・ 

高校のときは、部活終わって、バイトの時間までのわずかな時間でも、ヒロちゃんと行ってたのに。 

パパは、浜田省吾とサザンの大ファン！！ 

 

いつも、「ＪＢＯＹ」 ママに「星の指輪」でしょ（笑） 

「もうひとつの土曜日」 「路地裏の少年」 「悲しみは雪のように」とか 

サザンだったら、「（ＹａＹａ） あの時代を忘れない」 「逢いたくなったときに君はここにいない」 

「栞のテーマ」 などを歌っておりました。 

だから今やってる、サザンオールスターズの曲をドラマにした 「波乗りレストラン」 もう切なくて切なくて（笑） 

今日の「栞のテーマ」は泣いたよぉ～ 
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まこにゃんが、お友達の のんちゃんと、ぴーちゃんとの関係に悩んだり、たずねて来たお母さんとの会話 

ミオも、昔のこと思い出して、あったかかった☆ 

みおのママは、あんなかわいらしいママじゃなかったけどさ（笑） 

でもちゃんと、気持ち伝えてあげればよかったなあ・・・ 「だいすきだよ」って、みおも言いたかったです・・・ 

で、パパには、結婚するとき、プリプリの「パパ」を歌ってあげたかったョ（笑） 

 

今日はハンバーグを作った。ママ病院だから、午前中のうちにハンバーグ丸めた。 

夜帰ってきて、３０分でごはん作ったぜ＊＊ 料理はスピードが命（笑） 

みお、コックの娘。 料理できるオンナ。 

 

奈々ちゃんは、やっぱり元気だったみたいだ。 

ヒロちゃん、心配ないよって言ってた。 秘密任務、ごくろうさまです！！ みおに秘密は無いよね？(笑） 

まだまだあたし、ななちゃんに必要とされてるのネ 

キャ～ うれしい！！  

これから、ママをお風呂に入れてあげる。 バイト前だから、今日はハイスピード☆ 

ママごめんね。 今日は、みおに抵抗しないでください（笑） 

腰がいたい。 背中いたい。 ふくらはぎ筋肉痛。 

かみさまたすけて。 

 

 

2008-11-09  みおが育った場所♪ 

ふと考えてしまったのです・・・・ 

みおは、お友達以外にも逢ったこと無い人も含めて、大好きな女性や、憧れの女性が何人かいるけれど 

世間的には、やっぱ たとえば自分の彼氏さんが、キャバクラに行くのは やっぱ嫌なのかなぁと・・・（笑） 

となると、みおが中１から、夜はずっと一緒に過ごして 近くにいたホステスのお姉ちゃんや 

実家のお店とはいえ働いてるミオは、やっぱ「若い女性の敵」なのだろうか？（笑） 

最近、変なことばかり考えるのです・・・ やばい、目の下が少し黒いぞ！！ 

これが、クマっていうやつでしょうか？（笑） 

 

みお、男性に軽蔑されたりバカにされてもいいけどさ♪ お友達や憧れの女の子や、大好きな女の子に 

中１の秋からのミオを否定されたら悲しいなあ。。。 

なぜ、そんなことが頭をよぎったのだろう？（笑） 他のお店は知らないけど、ミオのお店の女の子は 

昔も今も、みんないいコ☆ そしてなにより美人揃いデス！！ 

大学の学費 自分で払ってる子や、家族の生活支えてるコもいるし。。。  

 

まったく・・・睡眠不足だと、変なことばかり考えますな（笑） 

昨晩は、ヒロちゃんがみおんちに泊まりました。奈々ちゃんも泊まったから、１ＬＤＫにママを入れて４人も！！ 

そろそろホントに、引越しを考えなくてはなりません。 

お父さんも、ママと再婚したときは、まさか回りに こんな若い女の子が集まることになるとは（笑） 

夢にも思わなかっただろうね☆  

 

そしたら早朝 お店にヒロちゃんが ななちんを車で連れて現れたから、めっちゃビビった・・・ 

「え、なんで・・・？」って感じ。 

奈々ちゃんは、今日はバスケ部お休みだから、ヒロちゃんとガールズトークして（笑）少し寝て 

「美紀ちゃんの誕生日プレゼントを渡しに行きたい・・・」って、ことになったそうだ。 

 

みおとななちゃん共同のプレゼント！！ ７年間で バックも時計も ほとんどのものをあげたから（笑） 

今回は、ディズニーランドのパスポートと、そばのホテルの食事券。 

ヒロちゃんにチケット手配してもらった。 みお、どこで買ったらいいかとか よくわかんないんだもん！ 

美紀ねえちゃん。泊まるほうは自腹でお願いしますね・・・ いいなあ、みお ディズニーランド 女の子なのに行ったことないんだ

よなあ（笑） 茨城と千葉、こんなに近いのにさ。 

 

ななちゃんは、お店の女の子たちに、猛烈にかわいがられる♪ 

早朝にこんな華やかな場所に連れてきたことがバレたら、いくら優しいおばさんでも、みおが怒られるって！！ 

まあ・・・６時過ぎてたから、法律的にはセーフかな？（笑） 

でも・・・ヒロちゃんが泊まるから、お義父さん、ママの介護しないで寝てられる って思ったのに 

途中で家を出てきちゃったら、なんの意味もないじゃん（笑） 

 

美紀ちゃんも、あの１月の高校入試に、東京へ向かいに行って以来、「ななちゃんの可愛さ」にメロメロだ（笑） 

「みおも可愛かったけど、ななちゃんは半端ないね。 あんなかわいいコ そうはいないって！！」 だってさ（笑） 
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久しぶりの再会に喜んでました。 みおが渡すより いい誕生日プレゼントになったでしょ。 

まだ数日早いけどさ♪ ２８歳。これからもお店と、ミオをよろしくお願いします。 

 

忘年会シーズン。繁忙期だよぉ！！ 今年は厨房から、みおは支えるからねっ（笑） 

 

 

2008-11-09  みお 餃子と格闘！！ 

土曜日はなぜか、週が終わった開放感からか・・・みおは豪快な大皿系のお料理を作ってしまうけど、 

昨日の夜は、またまた餃子を作った。 愛するななちゃんのリクエスト♪ 

半月に１回ペースで餃子作ってる。最近では包むのも、慣れて早くなった☆ 

 

しかし・・・みおんちの女の子はよく食べるなあ（笑） 

それでもまったく太らずに、スタイルを維持できてるのがスゴイ！！ 

今回は、１２０個餃子を作った。 使うひき肉もいっぱい。。。 

 

ヒロちゃんは、みおんち泊まりだったので、ビールを飲みました。 

高１のあんな小さなころから知ってるので（笑） そんなヒロちゃんがビール飲む姿に、みお感慨ひとしお☆ 

部活の初顔合わせの自己紹介のあとに、後ろから追いかけてきて 

「みおちゃんって、いい名前だね☆ 一緒に帰ろう！」って言ってくれたことよく覚えてます（笑） 

今では身長も同じぐらいですが、あのころはミオのほうが、７～８センチは高かったもん！ 

 

ママも、ゆっくりとだけど、１５コぐらい食べれたし・・・ 

ななちんは、白いごはんも食べながら、３０個以上も食べれるのがスゴイよ！！ 

お好み焼きに白いごはんと同じ世界だネ ラーメンライスと一緒だぁ・・・ 

あんなに食べても太らないんだから、バスケ部で 相当シゴかれてるんだろうなぁ（笑） 

お父さんも年齢のわりには、結構食べれるし、そういえばパパも 大酒のみの大食いの大男だった・・・（笑） 

背格好まで、時任三郎さんにソックリなのさ♪ 

ママは豪快な男が好きなのね☆ 

 

１０個ほど、焼かないでタッパーに入れて、一人暮らしのホステスの女の子にあげました。 

いつも働いてくれてありがとう＊＊ 

みお、焼いてばっかいたら 手が少しけんしょう炎（笑） いわゆる餃子の焦げ目の「羽根」とよばれるやつ 

マスターしました！！ いっぱい作ってたら、食べる前にお腹いっぱいになったョ（笑） 

 

 

2008-11-09  鹿のパワーで、ママを治してください☆ 

今日は午後、ママを連れて鹿嶋神宮に ななちゃんと３人で行ってきた。 

せめて土日ぐらいは、ママを遠出させてあげないと・・・気分晴れないもんね 

靖国神社も去年の夏 参拝したとき、広くて立派だなあって感じたけど、 鹿嶋神宮もやっぱ凄い（笑） 

ななちゃんは、２回目。 みおの代わりに、ママの車椅子を押して歩いてくれました。 

 

みおがお願いしたことは４つだけ。 

「ママの病気が少しでもよくなりますように・・・」 

「家族の健康とななちゃんが幸せに、３年間 茨城で思い出たくさんつくれますように・・・」 

「ミオの大好きな人たちが、お仕事もプライベートもうまくいって、笑顔で幸せになれますように・・・」  

「パパが、天国でゆっくり休めますように・・・」です！！ 

 

帰り道は、サイゼリヤで遅いお昼ごはん食べて、 

奈々ちゃんの３者面談の時に連れてってあげた ふだん高校生が制服で入れないような（笑） 

お洒落な喫茶店に連れてってあげました♪ で、鹿嶋のジャスコでお買い物☆ 

 

ママも、キャッ♪キャ言ってたよ（笑） ママかわいいね。 

しかしまた お金いっぱい使ってしまったなあ・・・・ 働かなきゃな！！ 

 

今夜は、クリームシチュー ごはん。  鮭とジャガイモのお味噌汁。野菜いため、 茶碗蒸し、ほうれんそうの胡麻和えを作る☆ 

帰り道、とっても寒かったです。 ママが風邪ひかないように、みおが守ってあげないと・・・ 

 

 

2008-11-13  みおちゃん今日もがんばった！だれか褒めてョ♪ 

今日はママを、またまた ひたち海浜公園に連れてゆきました。 
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いやぁ～ 寒かったぁ！！ できれば週に１日ぐらいは、みおも、おうちで アイスでも食べながら 

ゆっくりしてたいのが本音ですが・・・ ママが、外に行きたいモードだったんだもん！！ 

あの目をされると、みお弱い（笑） ママ、喋れなくなった代わりに、 

表情でミオに感情を伝えるのが上手くなったなあ♪ 

 

今日は忘れてたけど、茨城県民の日だったみたいで、キッズたちがいっぱいいた！ 

壮大な敷地内の綺麗なお花にも、感動しましたが、ママが車椅子の上から左手で、みおの手のひらを 

ぎゅっ＊ と握りました！ あれはどんな意味だったのかな？ 小さな子供のような握力だったけど 

ミオ少し泣きそうになった(笑） また会話したいよぉ・・・ 

お昼は、私はうどん。 ママには、ネギトロ＆しらす丼 海鮮丼が自分の好きなようにトッピング出来るみたい！ 

ママ、朝もネギトロの、海苔巻き食べたのに、そんなにマグロ好きだったっけ？(笑） 

 

いろいろ付近を散歩して、帰り道は ケーキを買ってお店に寄って、あした誕生日の美紀姉ちゃんを祝う。 

２８歳かぁ・・・早いなあ(笑） 初めて会ったときは、２１才だもん。 

あのころは、美紀ちゃんもツンとしてるように(笑） ミオ感じましたが・・・ いい意味で丸くなりましたねぇ。。。 

ママも一緒に、誕生日を祝ってくれました。 やっぱりお店に来ると、ママはうれしそうです。 

 

で・・・夜ごはんはピザを作った。  なんだか無性に食べたくなった☆ 

宅配ピザの広告見てトッピングを調べて、ピザ生地は４枚買いました♪ ４種類のピザを作った☆ 

みお的には、スタンダードなやつが一番美味しかったかな・・・じゃがいも、ひき肉のトッピングがなぜか好評！！ 

ななちんとヒロちゃんは、やっぱ若い女の子だねぇ(笑） 

生クリームを添えたプリンとコーヒーゼリーを作って、食後のデザートに みんなにあげた。 

 

ストレートな髪型だった ななちゃんに、 みお 好きな女優さんがしてた「ふたつ結び」をリクエストしました！ 

「○○○ちゃんでしょ？ かわいかったけど、わたしに似合うかなあ・・・？」 

いやいや、似合うって(笑） ほら！ めっちゃカワイイ＊＊ ストライクです(笑） 

 

睡眠不足だと、瞼（まぶた）がピクピク。。。時々、震えます(笑）  おもしろいぞ！！ 

 

今日お店行ったら 美紀ちゃんの誕生日ケーキ。まだ余ってるかなぁ？ 食べたいな(笑） 

 

ニット帽、耳あて、ピンクのストール。ラグビー部時代に着てた 某スポーツブランドのベンチコート(笑） 

みお、お店行くときは、もう冬仕様ガール！！ 

 

 

2008-11-18  ミオ＊気を引き締める！！ 

ママが昨日の朝から、風邪をひいて大変だった。 

すごい咳と、くしゃみと熱も少しあったし・・・みお、朝 お店から帰ってきたときは、 

夜ごはんの何かが のどや器官に詰まったんじゃないかって ホントあわてました。。。 

考えてみたら、ママが倒れてから、こんなに体調崩したの初めてだったから 

みお、ママのこと 少し過信してたかなあ(笑） 

 

奈々ちゃんが、昨日は泊まってくれました。 学校帰りに、みかんを買ってきてくれたり・・・ 

優しいなあ・・・ 「ななちん ミオと一緒に住まない？」なんて言いそうになっちゃったよ(笑） 

部活で眠いのに、ずっと深夜も ママのベッドの横についていてくれたみたいです・・・ 

 

今夜はグラタンを作りました！ 

明日から、いよいよ冬に突入らしい。みおの大好きな人たちが、元気でいてくれることを祈ります。 

みおはだいじょぶ。 そんなヤワな体じゃないョ(笑） 

 

 

2008-11-20  みお＊部屋が欲しいョ！！ 

時々、ひとりになりたくなるの・・・・ って、ヒロちゃんに相談したら 

みおのお店の、なるべく近くに レオパレスでもいいから ワンルーム借りたらいいじゃん！！ と提案されました。 

 

なるほどね・・・そうするとどうなるのかな？ みおの部屋ができて、寝るスペースもあって(笑） 

お店終わったら、マックで寝ないで、おうちに直行して 熱いシャワーを浴びて眠れるなんて！！ 

うわぁ。。。めっちゃシアワセじゃん！！ それで、朝になったらママを看に 実家のアパートに帰って 

お店に行くまで、今までと同じように・・・ 
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どうかなあ・・・ ちょっともったいない感じもするなあ♪ 

 

ママを介護するには狭すぎるし、３階じゃ 昇り降りが危険で、みおが、膝とか体 壊したら 

ママは外に出られなくなっちゃうから、早く１階のアパート探さなきゃ・・・とはわかってるけど（笑） 

忙しくて、なかなかそこまで 頭が回らないョ。。。 

 

みおのスペース、畳２畳♪ そこに服と衣装ケース？と、ラジカセ、本 雑誌  

空いてるのは・・・みお体育座りするスペースしかないぞ（笑） からだ硬くなるって！！ やばいよ～ 

もぉ～ こんな生活いやだ（笑） 机欲しい！ タンス欲しい★ 

布団はお父さんと共用♪ お父さんも、ママと再婚してから 大変な思いばかりさせて申し訳ないなぁ・・・ 

深夜は、ママの おむつの交換や、トイレにも連れてかなきゃならないし 

ちゃんと睡眠時間摂れてるのかしら？ 仕事に影響してないといいけど。。。 

 

生意気に、お金の管理なんかしちゃってるミオ☆ ４０過ぎた大人の男性のお父さんに、 

肩身の狭い 恥ずかしい思いはさせられません！！ なにがあっても、お小遣いは、７万円は渡さなきゃネ。 

夜ごはんは、絶対手を抜かないし☆ みおはともかく・・・ヒロちゃんや ななちゃんみたいな可愛い女の子が 

食卓を共にするんだもの（笑） みおんちも、普通の家族じゃないけど、なかなかサマになってきたぜ＊＊ 

 

ヒロちゃんと、ななちんで 今度ショッピングに行くそうだ。 いいなあ・・・ 

冬服、ななちゃんに可愛いの コーディネイト（？） してあげてね☆ 使い方あってるのか？ 

 

ママ、しばらく病院行ってない。 やばい！ リハビリ、さぼり癖がついちゃうよ（笑） 

 

今夜の食卓。 ごはん お味噌汁、生姜焼き、厚焼きたまご ほうれん草のごまあえ 野菜炒め 

ママは、生姜焼きと野菜炒め うまく食べれないから 煮こみハンバーグ、野菜ゼリーにチェンジです。 

 

いつもゼリーやプリンばかりじゃ飽きられるので、今日は本を見ながら、レアチーズケーキを作った！！ 

ことしはきっと年末まで ミオ こんな感じかなぁ・・・・（笑） 

今年は色んなことを我慢して、あきらめました とても悲しかったです。。。  

自分を犠牲にしなければ、人を救ったり、幸せにはできない・・・と、みおはひとつ学んで、 

来年はいよいよ！！ ２０代突入です☆ 

いやぁ・・・ 濃厚な１０代だったなあ（笑） 楽しくもあり、悲しい１０年間だった。 

 

 

2008-11-24  みおちゃん ラグビーだいすきだ♪ 

１０ヶ月経って、とうとう みおの体が悲鳴をあげました（笑） 

土曜日の深夜から早朝にかけて、お店でなんかだるく、閉店作業しているときに強烈な嘔吐。。。 

「１９才の女の子」を捨てなければならないほど・・・人に見せられたもんじゃなかった（笑） 

涙ボロボロ。。。口の中気持ち悪い！！ そんで、頭痛と熱で 気づいたときには みお、おうちの布団。 

ママの風邪がうつったのかなあ・・・ 

 

練習休みで、うちに泊まってた奈々ちゃんと、ラグビー 早慶戦をみる。 惜しかったなあ・・・悔しい！！ 

 

う～ん。。。課題としては、組織のディフェンスは上手いし、簡単に内を抜かれるようなプレーは無いのだけど 

１対１の強さ、もっと狂ったような、素人目線は重々承知ですが・・・（笑） 

ケイオーの伝統の「魂のタックル」が見たいです。 

そういう意味では、観客席から大歓声があがるような、慶応大学らしい低く、鋭いタックルは少なかったかなぁ・・・ 

 

劣勢のチームが相手に挑むときは、「攻撃の時間を長くする」 これが鉄則ではないかと、みおは考えます。 

もちろん、林監督ほど立派な方が、理解していないはずもないのですが・・・ 

昨日の試合では、予想以上に、セットプレーが安定していたし、ラインアウトにいたっては 

去年とは比べものにならないぐらい、よく捕れた。 

相手陣２２メートルライン付近で、ペナルティを貰ったとき、確実にＰＧという選択肢でしたが 

場合によってはタッチキックから マイボールラインアウトにしたほうが 

攻撃の時間をかけつつ、様々な可能性も増えたのではないかと？ 昨日の出来なら、トライも取れたような気がします。 

早稲田のような王者にとっては、ペナルティで３点を重ねられても、さほど痛くも痒くもない・・・というのが本音ではないでしょうか？ 

トライを重ねて精神的に追い詰めていかないと、チャンピオン・チーム そうは簡単に崩れてはくれないな・・・と思いました。 

まあ・・・結果論だけどね（笑） 

 

あと、「エリア・マネージメント」で、スタンドオフ、バックスリーの ロングキックの蹴り合いの必要性は ミオもわかるんですが、  
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相手が簡単に蹴りこんでくれたボール 

味方がどれだけ追いつけるか との兼ねあいにもなるけど 

簡単に蹴り返さないで、やっぱり時には 慶応のバックスリーはスピードあるんだから、カウンター攻撃を仕掛けてほしいです(笑） 

意思統一が出来てれば、きっとボールは出るし、チャンスは生まれるはずだ(笑） 

キックの蹴りあいは、単純に見ても面白くないよ・・・  

 

２，３回使ってたけど、ゴール前のハイパント 絶対効果あると思う。今はあんま、ハイパントのうまいチームや選手いないもん。 

敵ながら、早稲田スタンドオフ ハイパント上手かったなあ・・・ 

 

大学選手権までの約１ヶ月で なんとか得点力をあげてほしいです！！ 

しかし、対抗戦３～４位だと、選手権のトーナメント かなり厳しくなるなあ だいじょぶかなあ。 

みお的には、２回戦帝京、 準決勝 関東学院  決勝、早稲田と再戦がいい！！(笑） 

目指せ今年こそ日本一☆ 林監督、みおは信じてますよ♪ 

ていうか林監督は、相変わらず超かっこいい(笑） 少し赤茶色な（？）髪が素敵デス♪ 

 

［林ＩＤラグビー］に、慶応伝統の熱と、魂のタックルが出せれば、奇跡はきっと起こせるョ。。。 

 

 

2008-11-24  ダンシング＊ガール♪ 

大親友のヒロちゃんでも驚くんだけど(笑） みお、小２から中２まで ダンススクールに通っておりました。 

千葉のスタジオまで、リュックサック背負って、電車を乗り継いで♪♪  

みおが、「アムロちゃんになりたい！！」 って言ったら(笑） パパ、通わせてくれた！ 

ママはあんま、乗り気じゃなかったけど、パパはよく 仕事休みのときは 

車で迎えに来てくれたりしてくれたなあ・・・ 発表会のステージにも何回も来てくれました。 

 

そういえば・・・「海猿」に、時任三郎さん演じる下川隊長が、離れて暮らす愛娘の唯ちゃんに、月に１度のデートの時、２人でソフト

クリーム食べながら こんな台詞がありました。 

「唯。唯は将来、何になりたいの？」  

「バレリーナ。パパ、びっくりするよぉ。。。 唯、上手くなったなって！！」 

「そっか・・・ 一生懸命練習してるもんな！」 

「今度発表会があるの。 ねぇパパ？ 観に来てくれる？」 

「あぁ・・・そうだな」  

 

みおもパパと、こういうのやったやった(笑）  そう、こんな感じだョ。。。 

 

今のみおの体力のもとを、作ってくれたような・・・そんな７年間だったと思います。 

みおは中学入ってからは不登校だったから、早い時間から通って(笑） 素敵なお友達や先生にも出会えました。 

精神的にもいっぱい、踊ることで楽になれた。 

レッスン終わった後の、お店での接客、きつかったなあ(笑） 

オーディションも何回か受けましたが、きっと心から、ダンスを楽しめてなかったんだと思います。 

やっぱ、今思うと、いっぱい負けてました・・・ 

 

時々また・・・あのころのように、音楽にあわせて踊ってみたくなる！！ 

もう、体、動かないかな(笑） 

 

 

2008-12-03  みお＊まだまだやせる♪ 

今日病院の先生に、ママがまだ、オムツなのを注意された。 

そんなのわかってるよ・・・あたしだって １年間 介護施設で１日１５時間働いてたんだよ。バ～カ 

と言いそうになりましたが(笑） 喧嘩する体力 今日は疲れて無かったのでやめました。 

みおも、闘争心が無くなったら終わりだなぁ・・・ 

時間が無いといっても、なかなか みおんちの状況はわかってくれないのかしら？(笑） 

体脂肪率６％突入したぜ＊ やったぁ！！ そろそろ太らなきゃやばいぞ(笑） 

 

しかし、睡眠なんて、その気になれば２～３時間で何とかなるものね。 

わたし、この１０ヶ月、寝坊した数日を除いては ３時間以上 横になって寝てないョ。 

 

みおは依存する女。ヒロちゃんに依存ばかりして反省している。 

あたしが家で退屈しないよう、雑誌や本、 夜ごはんの食材なども たまに買ってきてくれるし 

服や下着までも・・・(笑） そりゃ、ごはんのお金は取れません(笑） 
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食事は健康の基本だから、みおんちで安全なお料理を 食べてもらえるのはうれしい。 

ヒロちゃん、この街を出て行ったら、あたしはどうなるの～！！ 

奈々ちゃんも、頼れるおねえちゃんを見つけて とっても嬉しそうだし(笑） 

でも、いつかその日が来たら、涙をこらえて送り出そう・・・ 

みおとヒロちゃん、５年目の友情に感謝！ ラグビーが繋いでくれた友情(笑） 

 

正直、何か満たされないものを抱えているけど、それが何かわからない・・・ 

１９才、これでいいのか？(笑） 

アムロちゃんの、「SWEET１９BLUES」 って、やっぱいい歌だ。 

みおは９６年夏の、千葉マリンのライブ、２日目パパと行った。 

最後、小室哲哉さんが出てきて、一緒にこの歌を歌ったのを覚えてる。 

 

みおはそこまで、小室さんの歌を聴いてたわけじゃないけど ここから再起 がんばってほしいなあ 

ていうか、正義を振りかざして、一度ミスを犯した人を 叩きまくる風潮は好きじゃない。 

あんた、そんなに すべてにおいて綺麗な人間なのかよって言いたいね(笑） 

 

今日は生姜焼きを作った。 奈々ちゃん、もう少しで冬休みだね～ 

だいすきだよ(笑） よくここまでがんばった！！ 

ななちんは、みおの誇りだぁ(笑） 

 

 

2008-12-04  １２年前の、夏の記憶！！ 

今日はママ、病院お休みの日。みお、１１時から１３時まで ぐっすり眠れて幸せだった。 

じゅうぶん、じゅうぶん！ わがままは言いません(笑） 

 

午後は、ママとビデオを見ました。 ９６年の９月にＴＢＳ系で放送された アムロちゃんの１時間のドキュメント。 

当時の 超過密スケジュールのアムロちゃんに密着して、沖縄と 千葉マリンスタジアムの 

ライブツアーに臨む姿を撮ったものでした♪  今の、「情熱大陸」みたいな、あんな感じだった。 

ナレーションは、窪田等さん。この人の声、みお 子供のころから大好きです。顔は見たことないけど、声を聞いただけで一発でわ

かるもん(笑） 

 

子供のころの話とか、アクターズスクール時代の話。 

アクターズスクールに、アムロちゃんを誘った方が、沖縄のライブにいらっしゃってて 久しぶりの再会のシーンとか微笑ましかっ

たです。 

そして・・・ライブのエンディングで その女性の方が微笑みつつも、ハンカチ持って涙ぐんでて・・・ 

ここで、窪田等さんのナレーションに、みお泣いた(笑） 

 

＜・・・・沖縄を冷たいと思っていた。 周りのひとたちはみな優しくないと思っていた。 

でも違ったのだ・・・ 沖縄も、まわりの人達も、ほんとは皆、温かかったのだと・・・＞ 

 

みおも、千葉マリンスタジアムのライブ、９６年の８月３１日。 パパと行ったけど感動したなあ。。。 

今、思うと あの頃のアムロちゃんは１８歳だったなんて、今のミオより年下だったなんて信じられないです(笑） 

みおは「愛してマスカット」から好きになった♪ 「パラダイストレイン」とか、「悲しきブロークンボーイ」みたいな 

今とはまったく違う(笑）、初期の歌も、カラオケで歌えるョ＊＊ 

 

ラストシーン、アンコールで小室哲哉さん登場！！ 

 

＜・・・２ヶ月前、安室は、今の気持ちを素直に小室に打ち明けた。 

彼女の言葉に、小室はそっと 耳を傾けた・・・＞ 

 

「ＳＷＥＥＴ１９ＢＬＵＥＳ」を歌いながら、最後 涙で歌えなくなっちゃったこととか、 

１２年前のあの日の感動が、 みお 鮮やかに蘇ってきました。 

 

アムロちゃんに夢中になってダンスも始めたし、今はあの頃のように 追い求めることはなくなったけど 

やっぱり みおにとって 気になる人です！！ 

アムロちゃんだいすきだぁ♪ 
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2008-12-17  決戦の土曜日！ 

土曜日、とうとう大学選手権開幕！！ もう絶対に(笑） なにがあっても帝京大学に勝たなければならない。 

優勝候補と初戦にやらなければならないのは、不利なようで有利なことだと みおは思います。 

うわぁぁ・・・ 観に行きたいよ～(笑） これ以上ない、ゴールデン・カードじゃん。 

 

帝京大学の強さは認めるし、対抗戦優勝は素晴らしいですが、 

スポーツ推薦プラス 巨大な外国人選手をフォワードに２人入れて 接点で優位にたって 

チームの強化をはかる。 最近よくある こういうパターンのチームには 

みおは別に 慶応義塾大学のような優秀な大学には、まったく関係はありませんが(笑） 

ラグビーのルーツ校、伝統校として 絶対に負けるわけにはいかない。 

負けたら その時点で終わりなのだ。 反則は論外ですが、どんな手段を使っても勝たなければならないと思います。 

 

ラグビーマガジンにも書いてありましたが、今シーズンはあまりにも、ゲーム展開が 

「理詰め」「戦略」に傾きすぎではないでしょうか？ 

相変わらず、エリア・マネージメント ばかりにこだわって キックを多用したゲームをしてると 

帝京の個の強さに防戦一方になって、ケイオーの強みのバックスも ディフェンスばかりでボールを持てず  

フォワード戦で、気づいたら大差がつく・・・・そんな不安を感じている。 

セオリーは大事だけど、ここぞという時には、勝負して仕掛けてほしいです。 

 

早稲田の選手たちにも、もっとブレイク・ダウンで競ってくるかと思ったけど、 

キックばかりなので、逆転されても不安はなかった・・・と言われていた。 

今までの戦い方では、絶対に勝てないと思います。 

攻撃の時間を長くする・・・そのためにはブレイクダウンで 絶対に帝京に勝たなきゃいけないし、 

狂気のような低いタックルを８０分間、見せてほしい。 

ＰＧにこだわって、慎重にいきすぎると、早稲田戦と同じ結果になると思う。 

トライをとって、常にリードして試合を進める。帝京相手に逆転は無理でしょう。 

今までと戦い方をガラっと変えて、秩父宮のお客さんを沸かすような、そんな試合をしてほしいです。 

 

生意気ですが みおだったら、 

去年の山田章仁選手を継ぐと言われてるほど、アタックが素晴らしい ウイングの三木選手！！ 

早稲田の首脳陣が １番警戒していたみたいですが、 

試合の終盤に投入するんじゃなくて、先発で出すと思うな(笑） 

で、後半２０分まで、暴れに暴れてもらって、最後はタックルのいい選手に代えて 守りを固めると思います。 

フォワード陣 特に第１列の怪我が心配・・・・リザーブ、フォワード５ バックス２ でもいいんじゃないかなあ（笑） 

スクラムハーフの、花崎キャプテンは大丈夫でしょう！ 

 

善戦は必要ない。 勝負は勝たなければ嘘だ！ 負けたら終わりであり、どんなに善戦をしても 

１年後には ほとんどの人の記憶から薄れてると思います。 

当日は、彼氏さんと一緒に 秩父宮で観戦しているヒロちゃんから、逐一メールで(笑） 

試合内容が送られてくるぞ！！ 

 

今年は総決算の年。 今年日本一にならなきゃ、いつなる・・・っていうぐらい 他校の実力をみても 

チャンスだと思う。 松永監督が低迷してたチームを鍛え上げて、林監督になって 今年で４年目。 

何があっても２０日は勝たなければなりません！！ 負けたらみお、立ち直れないよ～(笑） 

イメージは、去年の２回戦。優勝候補の東海大を、見事破ったあの試合。 

タックルも素晴らしかったし、終始リードして試合を進めていた。 

みおも観てたけど、帝京に勝つにも あのパターンしかない(笑） 

 

いろんな情報によると、帝京大学の岩出監督も 関係者、選手も １回戦の対慶応には 

自信満々、余裕しゃくしゃくらしい♪ 

ケイオーは、フォワードもサイズが小さいし、バックスのみのチームだと思われてるんだろうなあ。 

面白い！ その高々な鼻を、２０日の午後、へし折ってやろうじゃねえか(笑） 

みお、燃えてきた（笑） なめんなよ＊＊ 

しかし・・・観に行きたいなあ♪ 

林監督！ みおは信じてますョ☆★ 
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2008-12-19  勝つことのみが善である！ 

♪幸せだなあ・・・ 僕は、君といるときが一番幸せなんだ！ ぼくは、死ぬまで君を放さないぞ。 いいだろ？ 

 

キャ～ かっこいい☆ ヨッ。。。若大将！！ 

みお、寺尾あきらさんか、時任三郎さんか、ベイスターズの仁志選手か、 

大沢たかおさんに言われたら・・・もう イチコロです(笑） 尽くしますよ～！！ 

｢なんだか最近、俺 みおに首ったけだぜ！」 

最近、首ったけという言葉を知った。  なかなかハッピーな言葉です。 

みおはとにかく、ななちゃんに夢中。みおのアイドル♪ 

ななちんに、めっちゃ首ったけだぁ＊＊＊  使い方あってるのかなぁ？(笑） 

 

さあ、いよいよ明日、１４時。秩父宮 勝負です。 

ななちゃんにも、この人とこの人と、この人が先輩なんだよ～ って早慶戦の時、教えといた(笑） 

 

ほらきた！ 予想的中。 三木選手 ウイングで初先発です！！ 

林監督ったら・・・みおのブログ 読んでるんじゃないの？(笑） すいません、調子乗りました・・・ 

びっくりしたのが、センター増田選手が、骨折から１ヶ月で強行出場です。 

男だね～(笑） みおと同い年。 さすが長崎北高校です。 両センターは長崎北コンビですね。１回だけ試合したことあったかな？ 

お二人とも、ハードタックラーの浜本選手がリザーブで控えてるので、最初っから、もう飛ばしに飛ばして 

暴れまくってほしいです。 

絶対勝てる！ 信じてるョ。。。 

 

みおのお店の近くに、新店がオープンした。 

キャバクラというより、ガールズバーなのか？ うまい盲点ついてきたじゃん(笑） 

都心にもお店を出してる系列店らしく、うちのお店より かなり安い設定だそうだ。 

常連のお客さんが行ってみたそうで、女の子の質もレベルも、接客も ぜんぜん みおの店には、かなわない 

たいしたことない・・・って、美紀ちゃんに話したみたいです。 

 

当たり前だ！こっちは １回移転、改装はしたけど ７年もやってるんだから。  

築いてきたもの こころざしが違うよ。 

女の子だって、美しさも心遣いだって 常にレベルアップしてるはず。 

こっちは生活がかかってる。 ホステスの女の子１３人と、その他のみなさんの生活だってある。 

負けるわけにはいかない。 合法的に潰します(笑） 

ママのためにも、この勝負、喜んで受けましょう！ 後悔するよ。出店したこと。 

半年後が楽しみだぜ＊＊ 

 

ママが風邪をひいた。 心配。。。 微熱と咳が少しある。 

だからリハビリも、今日はお休みしました・・・ 

あ～あ あの喫茶店。 行けなかったなあ(笑） 

湿気も室温も、３食のごはんだって、完璧なはずなのに・・・・ 何がまずかったんだろう(笑） 

みおの管理不足。 反省です。 ホントに介護のプロなのか？(笑） 

 

「勝つことのみが善である」  みおが尊敬する、亡き宿沢広朗さんの言葉のように 

これからの人生、逃げずに 連戦連勝を目指します（笑） 

 

スクールウォーズで確か、憎き あの岩佐校長が 卒業式の壇上で 賢治に向かって嫌味たっぷりに(笑） 

「スポーツの世界においては 勝者よりも敗者に多くの拍手が送られるのを まま見かけるが 

実社会において・・・そのような甘っちょろい考えは通用しない！」 と言い切りましたが、 

あの厳しい言葉を、今みおも 賛否以前に実感しています(笑） 

ただ・・・最初っから 結果が全てじゃないとか、「オンリーワン」とか  

戦いから逃げるような女には、ならないようにしようっと！！ 

 

愛するものを守るために戦う！ これが 大好きなひいおじいさまやおばあちゃん 

あの世のパパが、みおに教えてくれた大切なこと。 

その愛を、裏切るわけにはいかない。 

 

頼むよ慶応ラグビー！！  ルーツ校の底力を見せてください。 

｢信は力なり」  林監督とみなさんを みお信じる。 
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2008-12-26  昔を思い出したぜ♪ 

先週の話になってしまいますが、ＮＡＣＫ５の「ＮＡＣＫＯＮＴＯＷＮ」で、ＭＡＸのみなさんがゲストで 

土屋滋生さんこと、ツッチーと久々の再会をしてたのは、聴いてておかしかったなあ・・・ 

 

あれは１２年前になるのかな？ 土屋さんがまだ若かったとき(笑） ＭＡＸの皆さんと  

文化放送の音楽番組やってたの みお一生懸命聞いてたもん！！ カセットにも録音してさ☆ 

みおちゃん７才、ダンシング・ガール♪ 

みお的には・・・アムロちゃんとスーパーモンキーズが一緒の時から好きだったから 

２つに別れちゃったのは、ちょっと悲しかった☆ １時期、再結成みたいな話もあったように記憶してますが・・・ 

また一緒にやればいいのに(笑） 

 

美奈子ちゃんが復帰されて、でも、みんな やっぱまだまだ かわいい。 

この前 「ラジかる」にも出てて、「あのころのままだ！」 って思いました！ 

 

ツッチーとも、１２年のお付き合いになるのか・・・(笑） 

みお、土屋さんの声だいすき！！ 最初はなんて軽いおっさんなんだ・・・って思いましたが(笑） 

今では、やさしさに溢れた かっこいいお兄さんなんだってわかりました。 

みおが中学生で、ダンスばっかやってたころから、みおんちの部屋だったり、レッスン帰りだったり 

ずっと ツッチーの声を聴いて大きくなったんだなあって思います。 

みよちゃんとは・・・中３の秋からのお付き合いです(笑） みよちゃんも大好き。 

 

みよちゃんとも、絶妙なコンビだもんね。さすが、１１年も続いてる長寿番組だけあるなあ・・・ 

お二人の優しい人柄が、みおの午後のひとときを明るくしてくれます。 

みお、今でもママが病院でリハビリしてるときなんか、イヤホンで聴いてるもん(笑） 

「親不孝な娘だなあ」とか、先生方に思われてないかなあ？ 

 

小学生時代は、アムロちゃんとか、マックスとか、洋楽のユーロビートとかばっか聴いてました。 

ありがとうエイベックスさん(笑） みお、おませで、イケイケな女の子だったネ(笑） 

 

 

2008-12-28  茨城をなめんなよ（笑） 

きのうは熱が８度を超えた。アハハハハ・・・（笑） こりゃ長期戦になるぜ♪ 

だるいし、食欲はないけど、でもママのトイレの介助、入浴介助に ななちゃんたちの食事も作ってるから 

やってること、元気な時と変わんない。 

体温計が壊れてるんじゃないの・・・（笑）  「体重計が・・・」って言い訳する女の子みたいだ（笑） 

 

とはいえ、餃子もカレーも、手のかかるもの作る体力は無いので、 

昨日は、お好み焼きと焼きそばを作りました。 

焼きそばはミオが作ったけど、お好み焼きはホットプレートで、各自焼いてもらう。 

 

「ミオちゃんの焼きそば ホント美味しい！！」 って、いつも奈々ちゃんもヒロちゃんも言ってくれますが・・・ 

世の中の焼きそば屋って、大したことないのね（笑） 太麺、強火、焼肉のたれ 「ソースを焦がす」がポイント♪ 

３パターン作った。 

１・・・豚肉、キャベツ、もやし、たまねぎ 

２・・・えび イカ コーン たまねぎ  

３・・・キムチ、豚肉、キャベツ、 

 

１３歳の今頃は、壮大な家出計画の３日目だった（笑） 

そろそろ、お金も尽きてきて、空腹を覚えながら、少ない食事でしのいでたころでしょうか？ 

みおさん初日に飛ばしすぎ、ハジケすぎなんだよ！（笑） 

おまわりさん、助けてくれてありがとう☆ 

 

「Ｕ字工事」ムカつく（笑）  茨城ナメんなよ～ 栃木には負けないよ！ 訛ってるのは栃木のほうだ（笑） 

茨城には、海があるもん！ 食の宝庫だよ。 治安も多分いいと思う・・・・  

なんたって鹿島アントラーズ 常総学院 水戸泉 デーブ大久保さん。 仁志選手。 スポーツも盛んだョ♪ 

白石美帆さん、永作博美さん、美人が多いデス！！ 

 

「ラジかる！」の中山ヒデさんは、ご出身の群馬が、栃木、茨城を吸収すると おっしゃってました（笑） 

みお。気取ってないし、ヒデさんだいすき。 「ラジかる」 面白いです！！ あの緩さがいい♪ 

お話してみたいなあ・・・ 
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しかし 宿敵「Ｕ字工事」のネタに 笑ってしまったミオ 地元を裏切ったのか？  

 

昨日、ニッポン放送「うえやなぎまさひこ 土曜日のうなぎ」はよかった・・・ あったかかったです。 

うえちゃんはやっぱ、ニュースより、こういう一般の人と触れ合う方が 味が出ていいなあ 

なんたって、声がいい！！ 素敵なおじさま。 あんなパパがいたら 娘としては自慢だよ～ 

「悪いことしなそうなジャン・レノ」 って、伊集院光さんが言ってました☆ 

伊集院さんのＴＢＳの番組に乱入したとき おかしかったなあ(笑） 

竹内香苗アナウンサーと握手して 「一度お逢いしたかったです・・・」って。 

 

上野を歩いて、女子中学生たちと 少し照れながら話すとことか（笑） 

あの、お蕎麦屋さんの酔っぱらった親父さん、めっちゃいい人じゃん！！ 

みお食べに行って 話したくなったもん（笑） 

 

台所は完全に区切られてるので、 ご飯作ってるときはいつも ラジオをかけている。 

NACK5 かニッポン放送。 例年でいうと・・・ 

スキーもできないのに、土曜日はマジカルスノーランドだったけど（笑） 

今年は ちょこちょこ替えて 聴いてます（笑） でも２０時まではうえちゃんかな・・・ 

 

あたまフラフラ。。。 吐く準備ＯＫ 病院行ったら入院の予感・・・ 

 

 

2009-01-04  死ぬかと思った！ 

２８日の夜から、３０日の朝までの記憶がありません・・・・ 

死ぬかと思った。。。 おうちでごはん食べた後 嘔吐して 体中に突き刺すような激痛が走って 

みお、気を失って倒れて、救急車で病院に運ばれたそうだ。 

 

病院の先生にも、おととい 「こんな生活してたら死ぬぞ！」と激怒された。 

おいおい・・・みお、お客さん 患者だョ 体がだるくて、喋ることも色んなとこ 痛くて出来ないのに（笑） 

 

ママは間近で 私が倒れるのを見てたらしく、今は精神的に不安定になってしまったそうだ。 

ごめんねママ。 許してください・・・ すぐ元気になるからさ。 

１１ヶ月、ゆっくりとだけど積み重ねてきたこと、いい方向に向かってきたことが ぶち壊しだと思った。 

今は、昼間だけ臨時で、ホームヘルパーさんに ママをお願いしてるみたい。 

お父さんも、日々の激務から、やっと解放された わずかな冬休みだったのに、大変な思いをさせてすみません・・・ 

 

ホント、みおの人生。 いつも大事なトコでこけるよ。 自己嫌悪で、いっぱいです。 

奈々ちゃんは、２９に日暮里に帰る予定を、３１の昼間まで伸ばして、ミオのそばにいてくれたそうです。 

なかなか 奈々ちゃんに逢えない、日暮里のおじさんにも 申し訳ないことを してしまったと反省しています。 

 

しかい紅白歌合戦を一人で、電気の消えた病室でイヤホンで 見ることになるとは思わなかったなあ・・・（笑） 

やっぱいいね～ 最高！！ 

大塚愛ちゃんかわいかった。 絢香さんの「おかえり」 感動しました・・・ 

コブクロのお二人にも、いつも歌唱力に圧倒されて、曲から力を貰います。 

最後 お二人で顔を見合わせて、「出逢えて・・・よかった～」 っていうトコがすきです（笑） 

 

パフュームの３人のステージも、観てて泣いちゃったョ 

「ポリリズム」 振り、完璧に覚えたんだけどなあ♪ 一緒に踊りたかったな。 

 

♪～頑張れニッポン！ すごいぞニッポン 立ち上がれ今だニッポン～ 美しく高く飛べ！誇り 取り戻すために 

 戦えニッポン ニッポンのサラリーマン♪ 

 ～インスタントラーメン、缶コーヒー、カラオケ この国考えた・・・・ 

 

みお、あの歌だいすき（笑） スザンヌちゃんお友達になりたいな☆ 

 

お風呂入りたいです＊＊ それまで誰にも会いたくないぞ（笑） 

はやく おうちに帰って、ママに会いたい。 

ごめんねママ。。。 
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2009-01-06  みおちゃん撃沈。。。 

薬漬けふくだみおちゃん。第２回退院試験！！ 落第・・・・  

意図的なドーピングで、みおをメダル争いから 引きずりおろそうとする陰謀を感じるョ(笑） 

スポーツ裁判所に訴えなきゃ！！ 

メダルは今ほしいです。 室伏選手みたいに、４ヵ月後なんてひどい。 

あ～あ。。。 まただめだったよ。 

 

小さな事で落ちこむ。 今日２日ぶりにＰＣを開いたら、日曜日の「ＴＨＡＮＫＳ ＴＯ～」のエントリーで(笑） 

美紀姉ちゃんや女の子のみんな、お店のみんなのことが、すっかり抜けてしまっていました。 

あちゃぁ・・・やっちゃったよ～(笑） 毎日顔あわせて、お世話になってるのに 

近くにいすぎて・・・(笑） みお、頭の容量少ないなあ＊＊＊ 

 

家族は別にして、間違いなく、今のみおが作られたのは、お店と、ダンススクールと、高校生活の３つです。 

ごめんねみんな。 許してね。 病人だからアドバンテージください♪  

専門用語、使っちゃったぞ(笑） 使い方あってるかな？ 

 

軽度の多臓器不全という病気らしい。他にはインフルエンザから肺炎も併発して 

過労はもちろん(笑） 心身機能の衰弱、食べてないのになぜか・・・胃潰瘍も発見♪ 

ここ最近の腹痛の原因は、おまえか！！ このやろう（笑） 

みおさん体ボロボロだ.☆. 

 

薬ばっか飲まされる。そうやって、みおからいっぱい治療費を取るつもりでしょ！ だまされないぞ！！  

 

２１時就寝って、子供じゃないんだから・・・(笑） 

 

奈々ちゃんお見舞い来てくれた。どうしよう・・・ななちゃんのごはんが・・・ 

体壊しちゃうよ～ だめだよ外食や中食ばっかじゃ。 

ヒロちゃんにいくつか、お店のリストアップした紙を渡しました。 潮来のにぎやかな方に行けば、市場もあるし 

お魚や和食系のお店はいっぱいあるから安心なんですが・・・ 

「奈々ちゃんのことは、まかせといて！！みお。」   

うんヒロちゃんだもん！ 心配ないよ。 車持ってるし、マイヒロインだ♪ ５年目の友情に乾杯！ 

 

体が重く、だるいです。胸から上が痛く、声がでない。話そうとすると激痛が走る。 

ノートパソコンがあって、よかったなぁ(笑） 

 

みお’ｓ フレンズのみなさん。 

伝説の「石川よしひろのオールナイトニッポン」が、１月中旬から 携帯で配信されるそうです！！ 

１０５円だって♪ おすすめおすすめ☆ 

みお、今まで数多くラジオを聴きましたが、石川さんほどセンスのあるＤＪはいないョ。 

ニッポン放送の携帯サイトからだって。 みお、回し者だ！ 

あたし、２年ぶりに携帯買おうかなぁ（笑） 

電報・・・やるかなあ？ 超マニアックな話だ。みお、１９才ガールなのに（笑） 

 

がんばって生きます。 おやすみなさい。 

 

 

2009-01-08  悪霊さんと、上手におつきあいする方法♪ 

１月７日と言えば、高校時代のミオには 特別な日！！ 

毎年、花園ラグビー場の全国大会決勝戦の日。 たった２チームのみに許された最高の場所。 

茨城県はレベルが高いと言われていて、花園に行けたら、我がチームも当然、全国優勝を目指したでしょう！ 

そんな最高のチームだった。 ちきしょう！ 今でもたまに、悔しくて泣きながら目覚めるよ(笑） 

 

優勝した常翔啓光学園の 杉本監督の手前にいつも、おそらく３年生の 

２人の可愛らしい女子マネージャーさんが映ってたこと みおは胸がキュンとしました・・・  

３回戦の東京高校戦の、ノーサイド間近の逆転トライに 泣きながら抱き合って喜んでたトコとか♪ 

みおとヒロちゃんに、ダブらせて観てたョ(笑）  

優勝おめでとうございます！  行きたかったなあ・・・花園。 

 

テーマ曲の、ユーミンさんの「ノーサイド」は、去年の 高杉さと美さんの方が上手で感動的だと思う(笑） 

やっぱ、低音で伸びないと～♪♪ 
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みお、卒業式の日、歌ったョ。。。 録音してレコード会社に送ればよかったかなぁ(笑） 

 

ママがあまり元気がないと、みおのお見舞いに来てくれたヒロちゃんに聞いた。 

ヘルパーさんは、ママと同世代らしい。 そりゃ・・・ママの気持ちもわかる。 

同世代の元気な他人に、上から目線で 排泄からお風呂、食事まで介護されたら 

私だって屈辱感でいっぱいになる・・・・ ヒロちゃんが言うには、そんなに嫌な感じじゃないけど 

ハキハキしすぎて明るい人だそうだ。 

体調悪いときって、元気すぎる奴見ると ムカつくもんね(笑） 

 

お父さんはきっと、激務でそこまで頭が回らないんだろうから、ヒロちゃんに代えてもらえるように頼んだ。 

みおと同世代か、ちょっと上ぐらいの女の子に頼まなきゃだめだ。 

そんなことより、みおがはやく退院しないと・・・ ママにはやっぱ、あたししかいないんだもん。 

 

去年の今頃も、子宮筋腫と卵巣腫瘍が再発して、入院してました。 

悪霊さん、みおのことが大好きみたいです♪ どうしよう・・・下手に断るの怖いぜ＊＊ 付きあう？ 

 

成人式の振袖なんて、買わないでよかった。 やっぱ世の中うまく出来てるのね。 

平熱が ７度５分ぐらいだと無理やり思いこめば(笑）、８度以上なんて怖くない！！ 

２１時就寝。 とりあえず眠ろう。。。 おやすみなさい。 

 

 

2009-01-10  なんだよ！！このスタートは(笑） 

２８日に倒れたもので(笑） おうちの冷凍庫には、まぐろや豚肉のブロッグ 数の子とか・・・ 

おせち料理の素材が、まだ残ってるはずです。 ヒロちゃん、美紀ちゃん もらってくれませんか♪ 

あ～あ。。。 ななちゃんに、帰省のおみあげに 豪華なお節作ってあげて、みお偉そうに、 

おせち料理の知識 ひけらかそうと思ったのにさ(笑） 

まだ入院中・・・・ どうしよう？ 

 

今日は１４時ごろ、美紀ねえちゃんがお見舞いに来てくれた。 

お店の女の子たちとは、長い付きあいの人もいるし、新しく入ってきてくれた女の子も、すぐ馴染んでくれて 

みんな綺麗で可愛くて、いいお姉ちゃんたちだ。 

６名の病室。みおのベッドだけ、お見舞い 華やかな女の子たちでいっぱい♪ 

「あの女の子、何してる人なんだろうね？」 って、きっと思われてるんだろうなぁ(笑） 

 

ちなみに・・・まだお風呂にもシャワーにも、２週間ご無沙汰なもんで、みおのスペースは、男性厳禁です(笑） 

信頼関係が出来あがってきた お父さんでも今は、みおには近づけませんよぉ・・・ 

お年頃の女の子は、絶妙かつ微妙な心境なのです♪ わかってくれますよね？お父さん☆ 

決して・・・まだ、お父さんとして 認めてないわけじゃありませんョ（笑） 

 

美紀ねえちゃんがサッカーを携帯でチェックしつつ、みおは 大学ラグビー決勝をテレビ観戦。 

まずは・・・鹿島学園の皆さん。お疲れ様でした！ 

地元だし、近くだし、みおとヒロちゃんが 高校時代よく言ってたファミレスでは、 

よく鹿島学園の方々も、お見かけしたし、 ベスト４は、地元そして 茨城県の誇りだと思います。 

 

大学ラグビーは、う～ん。。。やっぱ早慶戦の決勝戦が見たかったから、イマイチ気分が乗らなかったけど(笑） 

さすがワセダ。 今日は、グランドいっぱいに ボールを展開するラグビーで、見てて面白かったです。 

さすが中竹さんだなあ・・・ 

帝京は、前半 風下だからか リズム 流れは来てたのに 必要以上に慎重になりすぎたような気がしました。 

結局、高校生の決勝を見てても、優勝チームは 自陣からでも 攻める意識を持ってると感じました。 

新ルールは 「キックが重要」だと 盛んに言われてましたが、ブレイクダウンで負けたり、避けたり 

蹴りあいや理屈だけでは、試合に勝てないのだ。  

 

それとそれと！！ これは意見が分かれると思いますが、シンビン(一時退場)が多すぎるよ。 

みおは別に、どちらの肩を持つつもりもないけど、１５対１４の試合なんて 見たくもない。 

結局、ワセダがトライを取った場面は、ほとんど帝京が一人少ない時だったし 

もちろん、悪質な反則を容認するつもりはないけれど、ゴール前の反則だったら 認定トライでもよかったと思う。 

シンビンは、暴力的なプレーとか、そうゆうものに限定してほしいな・・・って みおは思った。 

 

やだ・やだ・やだ・・・ ２０歳の誕生日を病室で迎えるなんて・・・ 
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今日は奈々ちゃんと、ヒロちゃん。みおんちに泊まってくれるそうだ。 

ママを元気にさせてあげてほしいです。 料理はヘルパーの仕事じゃないし、確か介護保険も使えないので 

結局、食事は ３食介護食になってしまったそうだ。 

あのさぁ！！ ママは ああいうごはん大嫌いなんだよ(笑）  朝はネギトロ巻と納豆巻と 厚焼き玉子じゃないと 

ご機嫌ななめなの！(笑） ごめんねママ。 

 

奈々ちゃん・・・おなか すかせてないかなあ？ お店じゃ、ごはん３杯も食べれないだろうし。 

ごめんね。ななちん！！ 退院したら、みお 好きなもの何でも 作ってあげるからね。 

 

リックへ！！ 病院の厳戒ガードを乗り越えて(笑） みおに逢いに来てください。 

今度、お金持ちの家のワンちゃんが食べるような、高級ドッグフードと野菜スープ作ってあげるからさぁ☆ 

 

まだ声が出ない・・・ 少しは出せるけど痛みます。 

パパは肝臓、みおにも遺伝あるのかしら？(笑） おいおい！！ まだ１９だョ。。。頼むよ～神様・・ 

看護婦さん 一人可愛いコ発見！！ 

みおに優しくしてくれる(笑）  うちのお店にスカウトしたいなぁ・・・ な～んて、モチのロンで冗談です(笑） 

 

おやすみなさい・・・ 明日はシャワーが浴びれるかも！！ 

２週間ぶりだ。わぁ～い。。。。 

 

 

2009-01-11  退院したら食べたいもの♪ 

マックのチーズバーガー。ストロベリーシェイク。 

マックグリドル 明太子スパゲティ お好み焼き。アイスカフェオレ ハーゲンダッヅアイスクリーム。 

牛丼。エクセルシオールカフェ ざるそば。 カップヌードルのシーフード（笑） 

ねぎとろ丼、さばの味噌煮定食！ しょうが焼き、カツカレー、餃子、サイゼリヤでひと休み。 

リハビリの後のお洒落な喫茶店♪ マスター！忘れないでョ（笑） 

 

みお、安い女だ（笑） 奈々ちゃんやママに 早くご飯を作ってあげたいです！！ 

この長い髪の毛を、切った方がいいのだろうか？ 邪魔だよ暑いよ、匂うョ（笑） 

今日は熱があるので、２週間ぶりのお風呂 延期になりやがった☆ 

 

ママとの感動の再会と、退院まであと○○日（笑） 

ごはん、まずい。どろどろしてる。 

みおは、ななちゃんを愛していたことに、今さらながら気づいたぞ♪ 

 

 

2009-01-11  おめでとう☆ 

ヒロちゃん、みずき。エリーちゃん。 成人式おめでとう☆ 

明日は１日 今夜からかな？大変だね。 がんばってねっ♪ 

写真、見せてください！！ 明日はその後、小学校や中学校の同窓会かな？ 

「ハタチは一生もの！」だョ（笑） 

２０年間、ここまでがんばった、あなたに乾杯♪ キャ～ くさいよ みおちゃん。 

美容室情報、みおに今度教えてください！！ 

ばいばい。。。 またねぇ♪ 

 

ママとパパに、みおの振袖姿。見せてあげたかったなぁ・・・ 

まさか病院で過ごすとは（笑） 

パパ、こんなみおでごめんね。 

がっかりしないでよ。 まだ、結婚式があるじゃん！！（笑） 

 

 

2009-01-14  ミオは平成生まれです！！(笑） 

成人式の日に、お友達のみずきが、午前中振袖姿で 病院にお見舞いに来てくれました。 

高校を卒業してから、1 度遊んだだけだから、1 年半ぶりの再会。 

クラスで、わたしたち、2 人だけの就職組。 肩身狭かったよね～(笑） 

今は、東京の居酒屋チェーンで、社員として頑張る みずきちゃん！！ 

住民票、一時的に戻したのかなあ？ 地元でもできるんだなぁ・・・って思った。 

 

毎日顔をあわせたり、言葉を交わすことだけが、ホントの親友ではないと感じました。 
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みずき、こんな再会でごめんね♪ まさか、泣かれるとは思わなかった・・・(笑） 

 

ヒロちゃんは、短大もバイトもあるのに、ママを心配して、週４ぐらいで、みおの家で夕食を作ってくれてる。 

私が、ノートにまとめたレシピも、タダで譲ったョ(笑） 

余計な自分の色を出そうとせず(笑） 素直に 書いてあるとおりに作れば、誰だって、お料理上手な女の子♪ 

昨日は餃子だって！！ ヒロちゃんったら・・・平日からがんばるねぇ(笑） 

ママも、久しぶりに笑顔になって、いっぱい食べてくれたそう！！ 

ななちんと２人で、１００個包んだみたいです。 

 

しかし、奈々ちゃんやお父さんの為には助かるけど、世間的には、おかしな図だよなあ・・・ 

ヒロちゃんのご両親だって、もし知ったら、いくらミオの家族とはいえ いい気はしないでしょう。 

すべて、私のせいだ・・・ 自分が情けない。 

 

声が出せないので、筆談ばかり。。。 大きめな分厚いノートを、あっというまに使いきったぜ♪ 

検査ばかりして、お風呂にも入れないよ～(笑） 

みお ２００９年、１回もお風呂に入ってない女！！ いったい・・・私をどうしたいのか？ 

 

熱、８度の壁を破れず・・・ もうすぐ１ヶ月だし、慣れちゃったんだよなぁ。。だるいけど、別にたいしたことない 

７度台で落ち着いたら、シャワーも浴びれるらしい。 本当かな？(笑） 

髪の毛を切るべきか・・・悩む。 しかし痒い(笑） 

 

♪～髪を切ってしまおう・・・・あの人が好きだったものを～ 駄目にしてしまおう。 生まれ変わるために・・・ 

 

奈々ちゃんやヒロちゃんによく、 「どうしてそんな 昔の歌ばかり知ってるの？」と聞かれますが(笑） 

パパが、音楽好きだったもので・・・・数百枚のレコード、ＣＤだけが残ったのだ！ 

まちがっても みおは年齢詐称はしてないョ。。。 １９８９年 ２月生まれです！！ 

昭和っぽい・・・という表現は、わかるようで、よくわかりません(笑） 

 

今日のよるごはん。 おもゆ。 魚をドロドロにしたようなやつ。 栗きんとんの栗抜きみたいなやつ(笑） 

せめて、昆布だし程度の、味をつけてくれればいいのにさ♪ 

美味しくないぞ(笑）  

さあ２１時就寝。寝よう！！ 戦いは、まだまだ続く・・・ 

 

 

2009-01-18  明日は勝負だぞ☆ 

みおは時任三郎さんの顔をみると、パパにあまりにもそっくりで いつも泣く。。。 

笑ったときの、あの・・・口を閉じて目を細めて 目尻にシワを寄せるとことか（笑） 

「そうだろ？」っていうときの、目を大きくして 相手に同意を求める表情も・・・ 

ありゃ、もう奇跡だね！ なんとか逢えないかなあ♪ 

みおの大好きな人に、いつか親娘役で共演してもらうのを、楽しみにしてようっと。 

 

こないだの月曜日も、さっそくヒロちゃんから、 

「みお。泣いてるでしょ？ 今回もかっこよかったねぇ・・・ 長髪だったじゃん！！」  

とメールがさっそくありました（笑） 

さすが５年の親友だけあって、みおのツボ 押さえてます☆ 

パパは大学時代にバンドやってたときは、長髪だったのかなぁ？ 

２３で結婚って、パパもママも速すぎるよ～  みおの３年後じゃん！！一途だったんだネ 

 

明日は肺の手術。 まな板の上の鯉＊＊ またミオの体を切るのか・・・（笑） 

パパ、見守っててね。 まだ逢いにはいけないョ。 

 

マナミちゃん。どうやって見つけたのか・・・（笑） みおのブログも読んでくれてるようで嬉しいです。 

六本木の某有名店の（笑） 「ナンバーワン」 目指して頑張ってください。 

仕事を教えたミオとしては・・・鼻高々です♪ 自慢だね！ 今度おごってね（笑） 

本格的な、どんぶりものが食べてみたいです！  親子丼、カツ丼、 うなぎうなぎ！！（笑） 

うなじのキレイな女にならなきゃ！！ 

みおの実家のお店で ２年間も働いてくれてありがとう。 
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2009-01-22  禁断の食べ物♪ 

１年前の１月１９日は、ななちゃんの入試で、確か・・・前日の夜に笹塚のビジネスホテルに、みおが迎えに行って 

三菱銀行の前まで、美紀姉ちゃんが車で迎えに来てくれた。 

３人で、夜中ゆっくり鹿嶋まで行って、楽しかったなぁ・・・ 

あの時は、１年後まさかこんなことになるなんて、美紀ちゃんもミオも、かけらも思ってなかった。 

でも、奈々ちゃんは合格してくれて、おばさんとおじさんには申し訳ないけど・・・ 

１年間ずっと、みおやママに笑顔をくれたことを感謝している。 

 

あの時、頭痛をなにげなく 笑顔で訴えたママを、みおがもう少し大人で、色んな知識があれば、 

助けてあげられたと思います。 一生の、悔やんでも 悔やみきれない判断ミスだ。 

これから毎年 この季節が来るたびに、こんな気持ちになるのかな・・・ 

 

退院も、もう少し伸びると、先生から話を聞いてくれた美紀姉ちゃんが教えてくれた。 

そうか・・・ まただめか・・・(笑） 

なんだか飼い殺しの気分だなあ。。。 

とりあえず・・・シャワーだけは浴びさせてョ そろそろあたし、怒るぞ！！ 

衛生的にも、良くないと思うんですが。 かゆいよ～(笑）  

１９歳の間に、みお シャワーは浴びれるのでしょうか？ 

 

食べちゃった、食べちゃった。。。 

お見舞いに来てくれたヒロちゃんが 「あまりに可哀想だから・・・１コだけだよ！」 

って、マックのチーズバーガーと、シェイクを買ってきてくれたョ 

カーテン閉めて、紙袋の音を立てないように（笑） 無言で食べました♪ 

美味しい！！ ０９年はじめて、ドロドロじゃない、固形食 食べられたぁ☆ 

 

シェイクも、甘くて冷たくて、、、 半分の約束でしたが、速攻で 全部飲みました(笑） 

ヒロちゃん怒る！！ シ～ッ...... 声だしたら、バレちゃうよぉ～＊＊ 

甘いものは、人を幸せにするネ★ 

次は、ハーゲンダッヅの、クッキークリームが食べたい(笑） 

ヒロちゃん・・・お願い！！ 

 

 

2009-01-23  青春の影・・・♪ 

♪～～君の心へ続く、長い一本道は いつも僕を勇気づけた 

とてもとてもけわしく 細い道だったけど、今、君を迎えにゆこう・・・ 

 

みお、この歌だいすき！！ イントロの歌いだしから、感動でゾクゾクします♪  

財津和夫さんは高い声だから ギリギリ 私でもカラオケで歌えるもん。  

「恋におちて～fall'in love」 「ノーサイド」に次ぐ、みおの１８番だぜ(笑） 

 

「ひとつ屋根の下２」を、再放送してくれて めっちゃうれしい。。。 毎日昼間 病室のベッドで、みお号泣！ 

今日はお見舞いに来てくれた ホステスの女の子と一緒に見た。 

小梅ちゃんが 彼氏に昔の事件のことがばれてしまって、銭湯の煙突に登って あんちゃんも追いかけて、登ってゆく名シー

ン！！ 

 

「小梅、どうしてもお前が そこから飛び降りたいっていうならそうしろ。  

その瞬間に・・・あんちゃんも飛び降りるぞ！！」  

 

「お前を抱きとめてな！ お前の体が壊れないように、コンクリの下で受けとめてやる。」 

「あんちゃん・・・」 

 

「そこに愛があるからな。あんちゃんの心のダムで、お前を受けとめてやる。」 「心のダム・・・？」 

「人間は一人で生きてるわけじゃないからな！ お前だってそうだぞ小梅！ まわりの人に、心のダムの水を分けてあげられるんだ！」 

 

私は現実的な屈折した女なので、そのあとの２人で手を繋いだシーンとかでも、 

「危ないよ！ 落ちちゃうよ・・・」 とか言っちゃうんですが(笑） 

１００％リアルじゃなくても、多少オーバーな設定でも それを補うあったかさと 優しくて熱いセリフに感動しました。 

しっかし、小梅ちゃんがカワイイなぁ。 

「ひとつ屋根の下２」は、ラストの夢のある、ステキな終わり方が好きです。 賛否両論ありそう。 

９７年は、みおは８才で子供だったんで、正直 理解できませんでしたが・・・(笑） 
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「スクールウォーズ」 「愛という名のもとに」 「白線流し」 「ビーチボーイズ」 「ひとつ屋根の下」 

これが、みおのベスト５ドラマかな。 

病室のテレビがテレビデオなので、おうちから 「スクールウォーズ」のビデオ持ってきてもらって 夜中観よう！ 

半年以上かけて、まだ６話で止まってるョ。。。やっと時間ができた！  

でも１時間、１００円とられるんだよなぁ(笑） せこい。 

 

ヒロちゃんが、携帯で、｢石川よしひろのオールナイトニッポン」を聴いてくれたみたい。 

「おもしろかったぁ。 ドトールで一人爆笑しちゃったよ！」 だって☆ 

いいないいな。みおも聴きたい♪ ニッポン放送の宣伝で、めっちゃいつも石川さんの声流れてるもんね。 

 

パパと一緒に深夜聴いてた、カセットテープで聴いてた、あのころの やんちゃな石川のアニキの声でした。 

うれしい～ 懐かしいなあ・・・ 

９７年２月の、日清パワーステーションのライブ、パパと２人で茨城から がんばって行ったもん♪ 

私、ライブハウス初体験、８歳！ 

立ち見だったから一番後ろで、 パパに肩車してもらって観てました。 

「あ、肩車してもらってるカワイイ女の子がいる！」 って言ってくれたこと。 

石川よしひろさんは、もう覚えてないだろうなぁ・・・(笑） 

 

今週号の「ｎｕｍｂｅｒ」は、１年に１度のラグビー特集。 ヒロちゃんが買ってきてくれて、うれしかったです。 

松尾雄治さんをはじめ 新日鉄釜石の名選手たちの座談会、８５年の慶応日本一、茗渓学園の１９８８年の高校日本一の記事な

んかも載ってて、みお。テンションが上がりました！！ 

 

ママは週に１度、お父さんの休みの日しか外出できないらしい。 

みおが元気な時は、毎日出てたのにな。 ごめんねママ・・・ 

入院生活 そろそろ１ヶ月・・・ シャワー浴びさせてョ。。。 つかれた、、、もうだめだ(笑） 

 

 

2009-01-25  １９才ラスト ７DAYS♪ 

きのう 愛するななちんが、お見舞いに来てくれた。 

夕方だっていうのに、みお爆睡中。。。 昨日はなんだか恐ろしいほど眠かったなぁ。 

１日中寝てたような気がします。 

朝に飲んだ、あの薬のせいだ！！ ちきしょ～あいつか！（笑） 薬ごときに負けない 丈夫な体がほしい。 

 

バスケの練習帰りの奈々ちゃんが、少し痩せたように感じました。  

以前、練習量と練習内容を聞いたら、ハンパなかったもんね（笑） 

私もラグビー部のマネージャーやってたし、トレーニングメニューも作ってたし、栄養の勉強もしたことあるから 

あの練習量に耐えられる身体と食事量を考えると 

相当、しっかり食べないと、練習や試合で いいパフォーマンスが出来ないと 思ったことを覚えてます。 

 

夜は 週３～４でヒロちゃんが みおんちで食事を作ってくれて 他の日は、ファミレスとか外食。 

ヒロちゃんに予定がある時は、お弁当とか惣菜を買って 食べてるみたいだ。 

困ったなあ・・・ また前みたいに、ななちゃんに おなかいっぱい食べさせてあげたい。 

 

もう、だいじょぶだって☆ 早く退院させてよぉ＊＊ 

さもなければ、シャワーを許可してください♪ さあ先生、どっちにする？ 

おいおい、、、いいかげん脱走するぞ！（笑） 

 

小学生の時から 私の寝顔をみている みおの恋人たち♪ 

スヌーピーとミッキーとミニーちゃんと、ダンボとカッパ君と・・・あと無名だけどカワイイやつら（笑） 

みおの非常事態に、○○病院３０８号室に集合♪ 

ベッドの上の定位置争いで、先週はミニーちゃんが勝利したョ。 

まあ・・・ミニーちゃんは、パパがクリスマスプレゼントとは別に 買ってくれたやつだもんネ 

ひいき、ひいき♪ 主催者推薦枠ってことで（笑） 

 

アイスが食べたい＊＊ 

また声が出るように、のどをハーゲンダッヅや とんかつ、明太子スパゲティー＊＊  

餃子や、アイスカフェオレとか シュークリームとか（笑） 

みおの好きなもので うるおしてあげたほうがいいと思うんですが・・・（笑） 

声が出ないョ・・・ やばい。たすけて(*＾ー＾) 



 みおボード 2007. 5～2008. 3 http://mio-board.spaces.live.com/ 

２００８．６～  2008. 3～ http://ameblo.jp/mio8921fuku/ 

カテゴリ： その他 

- 29 - 

2009-01-30  楽しく熱く、そして悲しくて辛かった、１０年間だったと思うのです☆ 

（１０代で、一番うれしかったこと。） 

ダンススクールのイベントが終わったあとに、観に来てくれたパパが、横浜のお洒落な洋食屋さんに 

連れて行ってくれたこと。 湾岸の夜景を２人で見たこと！  

 

（１０代で悲しかったこと。） 

パパが亡くなったこと。 おばあちゃんが亡くなったこと、 

ママが、「くも膜下出血」で倒れて 動けなくなって、喋れなくなったこと・・・ 

花園ラグビー場に行く夢を、３年間叶えられなかったこと。 

ダンスのオーディションで 最終選考までいって 負けたこと(笑） 

 

（１０代で、一番緊張したこと） 

卒業式の日、みおをずっと支えてくれた、幼なじみの男の子に告白したことです(笑） 

あれは、緊張したなぁ・・・   

 

送別会で、ヒロちゃんと、みずきにピアノとギター弾いてもらって、  

有名なＯＢのみなさんと、大勢の人の前で、 

ステージで ユーミンさんの「ノーサイド」と、キャロルキングさんの歌と 絵里ちゃんの「ありがとう」を歌ったことです。 

 

（１０代で、後悔してること。） 

ダンスの夢を、途中であきらめてしまったこと。 投げてしまったこと。 

 

（１０代で勉強になったこと） 

介護施設で、１年間 必死になって働いたこと。 

美紀姉ちゃんに、一流のホステスの仕事 厳しさを教えてもらったことです。 心から感謝してる。 

 

ママ、パパ、２０年前の今頃は、何をしてたのかな？（笑） 

まだ予定日じゃなかったから、余裕のよっちゃんだったりして？ 

産んでくれてありがとう☆ ここまで育ててくれてありがとうございました☆ 

２０歳の誕生日を病院で迎えるような、ひ弱なミオで、すみません・・・ 

 

 

2009-02-01  みおの日だぁ♪（笑） 

今日２月１日。プロ野球のキャンプイン！ 仁志選手がんばってください（笑） 

みお、仁志さんだいすき！！ クールだけど気取ってないし、優しい紳士だし♪ 

ニッポン放送の 毎週金曜日の夕方からの３時間番組。 今年もパーソナリティ役でうれしいな☆ 

 

そして中学受験の日。  これは、わたし経験してないのでわかりません・・・（笑） 

遊びたかったり 色んなことを我慢して、目標に向かう姿は素晴らしいなと思いました。 

聞いた話では・・・ほとんどのコが 受験できることを親に感謝してるそうだ。 

やっぱ・・・教育は常に 試練と競争を与えて、飛び越える力を身につけさせて、 

そして時には強制も必要なのだと、みおは思います。 

 

そして・・・みおの誕生日！！ 

イェイ！！ ガッキーちゃんに追いついたぜ（笑）  

パパ、ママ、お父さん、 ２０年間お世話になった皆様。 

これからはミオ、強く優しい女の子になります。 

 

超未熟児だった私を、救急車で運んでくれたという運転手さんは、今はお元気なのだろうか？ 

ありがとうございました・・・ 運転手さんのおかげです。 

 

ひいおじいさまが、長い間、戦地で倒れることなく 結婚しておばあちゃんを育ててくれたおかげで 

今、みおは美味しいものを食べたり （ここ１ヶ月は食べてないけどさ・・・笑） 

元気で（？） 幸せな暮らしを出来るのだと思います。 

 

おいおい・・・誰もお見舞い来ないぞ！！（笑） 

しょうがないか・・・・ 奈々ちゃん試合だし、ヒロは卒論だし・・・・女の子たちは、夜はお店があるもんね☆ 

なんだョ・・・ハーゲンダッヅを こっそり食べれると思ったのになぁ（笑） 

 

みおがんばる。 ありがとう☆ 
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2009-02-04  みおは強いと、暗示をかける☆ 

２月３日は、４月２日に次いで嫌いな日！！ 

ママが倒れた日。 あれから１年か・・・ あんなになるまで、ママの体調不良に気づいてあげられなかった 

みおを後悔し 許せなく思う。 

もう、あんな思いはしたくない・・・ ごめんねママ☆ お元気ですか？ 

 

お誕生日の日は、だれも お見舞い来ないだろうな・・・とあきらめてたら、 

夜のドロドロごはんを(笑） 食べてるときに、奈々ちゃんが来てくれた。 

遠征試合帰りで 疲れてるのに、ななちゃんの優しさが嬉しかったデス！！ 

もちろん、お誕生日プレゼントは、ハーゲンダッヅ☆ 

元気になったら・・・なんて、みおは そんなお行儀のいい、カワイコちゃんじゃないョ！！ 

「ななちん。カーテン閉めて！ ２人で食べよう・・・」  

２人で半分コして食べました。   

先生の言うこと聞いてたら、息がつまるぜ＊＊ わたしそんな、やわな女じゃない(笑） 自己責任～♪♪ 

 

翌日の大掛かりな検査、レントゲン写真にクッキーとかナッツとか・・・写ってなかったかなぁ？ 

 

キャバクラのお姉さんたちにとって、「誕生日」といえば、ポイントを稼ぐ絶好のチャンス！！ 

２セット、３セット ４セット それ以上も・・・(笑） 

でも、みおは絶対嫌だったなあ・・・媚びてるみたいでさ♪ 

絶対、誕生日なんて言わなかったもん。 年齢に関わる話はタブーだったしね(笑） 

あの反骨心っていうか、あのころの強かったミオを、もう１度思い出したいです。 

「みお、最近丸くなったねぇ。。。昔は闘争心むきだしで 少し、怖かったもん！」って、ヒロちゃん言ってた。 

最近あたし、弱くなったな・・・(笑） 

 

ママの新しい介護判定が、相変わらず「要介護５」と連絡がありました。 

お父さん、大丈夫だろうか・・・金銭的にも疲労のほうも。 

私の入院費用のことは、申し訳なく思っている。 退院したら、ママの介護と、生活費を稼ぐことと 

どっちに軸足を置いたらいいんだろう・・・ 

 

「声を無くしたみおちゃん(笑）」  

あ～あ・・・うまくいかないな＊＊ ドラマだったらヒロインなんだけどなぁ(笑） 

 

夜中は眠くないときはラジオ♪ 小学生のころを思い出した！！ 

伊集院光さんは、やっぱ天才だね！ あの感じ・・・少し曲がった感じ(笑）が好きです。 

 

 

2009-02-05  最後のロッカールーム・・・ 

少し前になってしまいますが・・・高校サッカーの、夜のダイジェスト番組のラストシーンでやる 

「最後のロッカールーム」 あれは毎年もう・・・みお泣きます！！ DVD にして販売してくれないかな？(笑） 

思い出すなぁ・・・あの日のこと。。。  ねぇ、ヒロちゃん？(笑） 

 

「・・・君たちの人生はこれで終わりじゃない、誇り高き敗者になろう！  

本当に大切なことは、今日の悔しい敗戦を 君たちがこれからの人生で、次のステージで生かすことなんだよ。 

１年間よくやったよ・・・最高のチームだった！ 花園に連れて行けなかったのは俺の責任だ。 

今日は、油断があったな・・・ ごめんな。 チームのムードを ピークに持ってこれなかった俺のミスだ。 

 

ラグビー続けるやつは、大学で今日の悔しさを晴らしてほしい・・・勝って泣く姿を、俺に見せてほしい。 

続けない連中も、この３年間で学んだように、必死で取り組めば、ここまで熱くなれるんだ 泣けるんだよ。 

いいかげんなことやってる奴らには、こんな気持ちにはなれないんだからね。 

そして今度こそ、君たちが、新しい人生の勝者に なってほしい！ 

さあ、もう泣くのをやめよう。 ３年生は３年間ありがとう。  

２年生、今日の悔しさを忘れるな。 ３年生のためにも、来年は勝とうぜ。 

 

ずっと支えてくれた、ひろこ、みお お父さんお母さん、学校の先生方、感謝の気持ち忘れないようにしよう。 

たくさんの人のおかげで、俺たちは今日まで、ラグビーに打ちこめたんだから・・・ 

さあ、２００６年 ○○組、解散！！」 

 

・・・・・本当は、もう少し長かったんですが(笑） 今でもはっきり覚えてます。 

あの日の「最後のロッカールーム」  みおの青春♪ 
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悔し涙だったけど、あそこまで思いっきり泣ける事・・・立ってられない位、泣けたこと(笑） 

あの３年間は、みおの宝物だ。 でも悔しかったなぁ！！ 今でも夢に出てくるもん(笑） 

 

で、昨日は久しぶり、ラジオで竹仲絵里ちゃんの声が聴けてうれしかった。 

「泣ける場所」が流れたよぉ・・・ やばい・・・泣きました(笑） 

絵里ちゃんに逢えた、あの夏の夜のこと。 あの夜もミオの宝物♪ 

絵里ちゃんは、みおにとって、ひまわりなんだよなぁ(笑） あんな女の子になりたいです・・・ 

 

今日は奈々ちゃん お見舞い来てくれて 夜ごはんの時間に 病室じゃなくて  

一緒に食事を食べられるスペースで、２人で食べた。 

奈々ちゃんの前でも、点滴持って この色気のかけらもない(笑）  

ださい患者さんの服でいるの、みお屈辱なんだよなぁ(笑） 

 

最近はヒロちゃん忙しいから、毎日お弁当ばかりになってしまって、ホントにごめんね☆ 

奈々ちゃんもバスケ部で、たくさん思い出作ってねっ！ 

そしてよかったら、卒業まで、みおのそばにいてください(笑） 

 

 

2009-02-06  病室に、ひきこもってダイエット（笑） 

点滴で栄養が、行き届きすぎなのか（笑） 薬の副作用か、 

みおの顔が、なんだかパンパンになってきた・・・ 

いや～だ、それだけはだめ！！ 女としては屈辱。。。 

 

いいかげんな生活して、好きなもの 「たらたら食べて、飲んだり」 してないのにさ（笑） 

これ以上大きくなったら、点滴抜いて 面会謝絶にするぞ（笑） 

 

自分で言うのもなんだけど、小さいころから綺麗なお姉さん達に 囲まれて生きてきた分、 

みお自身の「美」のハードルも、かなり高い。 

別に人のファッションにまで、文句はつけないけど、 

ＯＮとＯＦＦ，家の中だって、こだわりあるもん もちろん体型だって！！（笑） 

 

あ～あ・・・ ダンスと１２歳からの８年間、ママの厳しい介護の 代償に手に入れた  

「体脂肪７％」の みおの完璧なボディーが（笑） 崩れてく・・・ 

 

 

2009-02-07  ママ、産んでくれてありがとう☆ 

美紀姉ちゃんと同様に、お店が開店してからのお付き合いの、あやちゃんが 本をいっぱい差し入れてくれて、うれしかったです。 

やっぱ、ホステスさんは いっぱいお金持ってますなぁ（笑） あんないっぱい 本を買ってくれるなんて・・・ 

ありがとう♪ あやちゃん。 

 

昨日はさっそく、そのなかからスザンヌちゃんの、お母様が書かれた本。「おバカでも明るい育て方」 を読みました☆ 

 

これがもう・・・ 予想以上、すばらしい！！ １００点満点（笑） おかしくて微笑ましくて、でも涙なくしては読めなかったです。 

良質の、きれいな涙が流れました。 

 

ちょっと スザンヌちゃんの境遇が、みおに似てて（笑） うれしかったり 

実の娘さん２人を、「本当にかわいい」 「産んでよかった」って堂々と言えるお母様が、すごいな～ ステキだなって思いました！ 

 

表紙の帯には、「ママ、産んでくれてありがとう」 っていう、スザンヌちゃんの言葉☆ 

ラストシーンの、兄弟で手作りの絵本を プレゼントするとこなんて・・・ 

もう、みお昼間の病室で、号泣だョ。。。 

 

スザンヌちゃんだいすきです☆  やさしいお人柄が、内面からにじみ出てるもん！ 

 

もうずっと逢えていない、ママのことを思い出した。 

厳しかったけど、今は喋れなくても動けなくても・・・みおにとっては、たったひとりの大切なお母さん 

ママは味方でいてくれるもんね。  しかし・・・ママにあんなカワイイ一面があったなんて（笑） 

高校生の時から、かっこいい みおママに憧れてた、ヒロちゃんもびっくりです。。。 

 

昨日お見舞いに来てくれたお父さんや、ヒロちゃんの話では、 毎日紙に左手で、 
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「みおは？」 って書いてくれて心配してくれるらしい・・・ 

字も自分から、書けるようになったんだ・・・ 感動しました！！ 

でも、今度は私が、声が出なくなっちゃうなんて・・・  現実って皮肉だネ。（笑） 

 

みおは、悪霊に体を乗っ取られました・・・・ キャ～ 助けて～（笑） 

 

 

2009-02-10  強い絆を、確かめあったのだ（笑） 

日曜日の２４時ごろ、ななちゃんが病院に来た（笑） 

外来の、緊急の患者の非常口？から入ってきたんだって。 

「この前、調べといたの！」 って、いたずらっこぽい笑顔・・・ 

急にカーテン開けられたときは、ホント、びびったよ＊＊＊ 

もちろん、喋ったら看護婦さんに通報されるので、 みおと奈々ちゃん、筆談！！ 

 

ななちんに、こんな大胆な一面があったなんて！！ 

 

もちろん一緒に ぎゅっ＊＊ と、抱きあって、眠りました(笑） 

「みおちゃん、あったかぁ～い。。。」って。 

そりゃ・・・３８，５度だもん。 そこらへんのホッカイロや、暖かい飲み物には負けません！！ 

ななちゃん、やっぱ さみしいのかな。 

みおは、ななちゃんのシャンプーの匂いに、少しセクシーな気持ちになっちゃった・・・(笑） 

 

みおの病室は６人部屋で、今２つベッド空いてて、他の３人は おばあちゃんだから 

夜中は 奈々ちゃんヒソヒソ声で、しゃべる。 

「はやく、ごはん食べたい」とか、 「みおちゃんより、美味しいごはん 食べたこと無いョ・・・」とか(笑） 

「○○先生って、かっこいいね！」 などなど・・・ ガールズトークです。 

 

病人のみおに近づくと、ハイリスクですぞ・・・ ななちゃん だいじょうぶだった？ 

 

 

2009-02-12  まだまだ、これから！！ 

今日は熱が高く、みおはハイテンションです。 ３８，５度なんて・・・楽勝、楽勝(笑） もう慣れた！！ 

こりゃ・・・夜中体温計に 冷えピタシート貼っておかないと、いつまでたっても退院できないぞ＊＊ 

備えつけの小型冷蔵庫に 突っこんじゃおうかしら(笑） 

 

そうだ私は柴咲コウ！！ ヒロちゃんが、みおの高校生の時の、ホステス姿の写真みて 

｢みお、柴咲コウみたいだよ。」 って、あの言葉が うれしくて(笑） 頭から離れないのです・・・ 

髪の毛、あんな気合入れて決めて(笑） 今見ると少し恥ずかしかった・・・ 

隣には、元気だったママ。 

 

サッカーは詳しくないけど、サッカーの代表ファンの皆さんは素晴らしいと思う。 

国歌斉唱でしっかり起立して 一緒に歌うし、当たり前のことなんだけど、ドイツＷ杯で、 

テレビから大きな「君が代」の歌声が聞こえた時は、みおはホント感動しました。 

 

すごい、すごい！！ 

低迷する 明治大学ラグビー部の新監督に、元日本代表選手の名ウイングだった吉田義人さん。 

みおはてっきり、松尾雄治さんがいよいよ 明治大学に戻ってくるのかと思ってたけど(笑） 大ハズレ！！  

 

ヒロちゃんの実家に 高校の時 遊びに行ったときに、ラガーマンだったお父様から、 

伝説になってる、１９９０年度の大学ラグビーの話と、大学選手権決勝の早明戦のビデオを見せてもらったことがあります。 

１２月の対抗戦では、終了５分前までに、明治が早稲田をフォワードで圧倒して ２４－１２のダブルスコア 

 

そこから早稲田が盛り返して、ロスタイム、吉田主将が蹴り上げたボールを 自陣から繋いで、 

フルバック今泉選手の、自陣からの豪快な走りと、GK 成功で、 

２４－２４の同点というドラマが前提としてあって(笑） 

「吉田はどうして、キックオフのボールを、もっと深く蹴らなかったのかっていう批判があったんだよ。」 

って お父さまに教えてもらいました。 

 

再戦となった、大学選手権決勝では、早稲田１３－１２でリードしてた後半２６分の 吉田選手の逆転トライ 

素人のミオがみても(笑） パスを貰うタイミング、走るコース、ステップ タックルのかわし方も 
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「芸術的なトライ」だと感じました。 最近ああいう 綺麗なウイングのトライ、少ないもんなぁ・・・ 

今は、人数が余らないと めったにウイングまでボール回らないもんね。 

吉田さんや今泉選手、堀越立正大監督、ああいう選手がいたら、 

サッカーをしのぐほどの「ラグビーブーム」だったことも、納得できるなあって思った。 

 

ちなみに、橋下大阪府知事を紹介するときによく流れる、花園での知事のトライシーンも 

めっちゃかっこいい(笑） お手本のような綺麗なトライ！！ 

橋下さんってウイングだったんだぁ・・足速そうだもんね☆ 

橋下知事さん、みお応援してますョ♪ 教育の考え方は１００％支持デス！！(笑） 

 

しかし・・・９１年お正月っていったら、みおはまだ、１歳だよ(笑） 

 

早稲田が中竹さんで、慶応が林監督、明治が吉田さん。  

うわぁ・・・一気に若返りました！！ みなさん男前ですねぇ(笑） 

これに、帝京、関東学院 東海大が加わって、 来年はやばいぐらい横１列な感じがします。 

吉田監督だったら、明治らしいフォワードの強さはもちろん、 観客のみなさんの目を 釘づけにするような 

バックスのプレーも磨いてくると思う。 楽しみだなあ・・・ 

 

いやいや・・・来年こそ、ケイオーに日本一になってもらわなきゃ！！ 

林監督、いつまでミオを、待たせるおつもりですか？(笑） 

新たに２年契約だそうですが、国立競技場で 日本一の歓喜の涙を流す 林監督が見たいです☆☆ 

 

今日は、みおがダンスに夢中になってた 中学生の時から 女性としても、ダンスも憧れの存在の♪  

あさ美ちゃんのお誕生日。 お誕生日おめでとうございます！！ 

アムロちゃんも大好きだけど、あさ美ちゃんは、もっとだいすき(笑） 

またいつか、あさ美ちゃんに逢えるような 握手してもらえるように みおもがんばりたいのです。 

 

明日もまた、同じことの繰り返しなんだよなあ・・・ 

ちょっと！！ この顔のむくみ。 どうしてくれるのョ(笑） 

みおは、ななちゃんとママに逢いたくて たまらないよ～ 

この病院はミオを、「薬漬け むくみ お風呂いれず退院させない じらしじらしプレイ」を企んでるぞ＊＊ 

もうすぐ春です。みおはもう、女として失格です・・・ 

 

 

2009-03-04  ハタチの憂鬱・・・（笑） 

今日は昼間、屋上に出てみた。 久しぶりの外の空気。 海の潮の匂いがする。。。 

懐かしい匂い、上京するまでの１７年間ず～っと みおのからだに、染みついた匂い。 

高校の時、髪の毛べたべたになるから、嫌だったよなあ・・・(笑） 

 

退院したら、どうしよっかな・・・また忙しい毎日になるんだろうけど♪ 

今までどおり、朝から夜はママを看て お父さんにバトンタッチする毎日かしら・・・ 

お父さんを、もうママから解放してあげたほうがいいのかな・・・なんて思った。 

別に離婚しなくても、離れて住んで、時々会えばいいのかなと。 

ヒロちゃんは、「考えすぎだよ！」って笑ったけどさ(笑） 

 

ななちゃんも、お弁当も夜ご飯も、毎日作ってあげよう！ 

なんだったら、レオパレスの期限も切れる頃だし、みおの家を引っ越して、ママと４人で暮らしたっていい。 

ホントの家族ではないけれど、久しぶりの憧れの家族の絵だ！ 

ずっと、妹ほしかったもんね(笑） 

 

絶対減ってるのわかってたから乗りたくなかったけど、体重３４，８キロだって！！ １６０の３５キロか・・・ 

アハハハハ。。。 ダイエット成功だぜ(笑） さすがミキサー液体食だ♪ 

この体重なら、喜んでチーズバーガーとか、コンビニのおにぎりの差し入れ、 

スーパーハイカロリーな食べ物、ヒロちゃんやお店の女の子にお願いしようかな。 とんかつを食べてみたい！！ 

みんな、「アイスやゼリーならいいけど、食事はやっぱ我慢しなよ」って言う。 

「いつかぜったい、おなかこわすよ！！」って(笑）  

 

声が出たら、この病院のヤブ医者に、ひとつキツイ言葉でも浴びせてやるのに！！(笑） 

３月１６日のママの誕生日、ななちゃんの春休み、４月２日のパパの命日には、おうちにいたいです。 

そんなことを、昨日の雪を見ながら思った。あんま、たいしたことない雪でしたが・・・(笑） 
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2009-03-05  闇の食事を食べ続けよう。。。 

昨日の闇食（秘密の差し入れ・・・笑）は、ヒロちゃんが持ってきてくれた、マックのチーズバーガー  

焼きプリン、シェイクのストロベリー、高菜のおにぎり。 

外に出る、屋上に出る・・・という、イマイチ気持ちが乗らない話と、交換条件！！ 

も～う。。。みお、花粉症なんだって。 今日だって１００回以上はクシャミしたよ。 

誰だよ！ 病院の中に花粉を持ちこむ奴は(笑） 

 

チーズバーガーと、プリンはカーテンを閉めて食べて、おにぎりとシェイクは屋上で食べた。 

楽勝！ 噛まないと脳の力が低下しちゃうよ。美味しかったなあ・・・ 

 

しかし、夜中吐いた・・・ ゴミ箱の中に吐いてしまった。 夜中だったから、誰にもバレなくて助かったけど 

吐いた物を見たら、食べたものがばれると思って、トイレのゴミ箱に捨ててきた(笑） 

ゴミ箱に、じかじゃなくて、袋を被せておいてよかったよ。 

反省してます。でもちゃんと、スーパーの袋で３重にしたし、匂いは大丈夫だョ！ 

 

みおの体の中の連中、怠けてやがる。 どいつもこいつも、ふざけやがって。 

 

みおの天敵 「Ｕ字工事」は、茨城を悪く言うから(笑） イマイチそんな・・・って感じでしたが 

「サッカーで今 熱いって言ったら、日本代表じゃなくて 今年Ｊ２に上がった「栃木ＳＣ」だろうが！！」 

っていうのは、なかなか面白いと思うぞ♪ ななちゃんも苦笑してたもん・・・ 

「鹿島、Ｊ２で待ってるからな！」 って、、、ないない、ありえないよ(笑） そっちが、Ｊ１に上がってきなョ(笑） 

 

３８．６なんて、ぜんぜん大した事ない 体になっちゃったなぁ・・・ 

今日ヒロちゃん、短大の卒業式。 綺麗な振袖でお見舞い、来てくれました。 

あまりの、みおとの落差に落ちこんで、嫉妬した(笑）  性格悪いなぁ私。。。 

 

今夜は箸を使って、コンビニのちらし寿司を半分ぐらい食べてみた。 美味しかったけど全部は無理だ。 

病院の先生にばれたら、半殺しにされるだろうな。 やれるもんならやってみろ！ 

とにかくさ、３ヶ月目突入、みおはイライラしてるんだよ(笑） 

 

花＊花 再結成だって・・・すごい！ 中学生のときよく聞いたなあ！ 

パパが死んだときに よく流れていたのが、「さよなら大好きな人」  

このメロディラインと歌詞は、ずるい・・・いや、うまい！と思いました(笑） 

みおは３枚目の、「ハナムケノハナタバ｣が好きです。 あとカップリングの「秘密基地」がいいね☆ 

♪～どんな所かと、一人でやってきた。この町を好きになろうかと・・・ 

「ずっと一緒に」 「いちばんほしかったもの」 「あなたへ」 「愛する人よ」 

この辺はかなり曲調が変わって、最高です！！ 

「ＬＯＮＬＹＧＩＲＬ」 とか、３枚目のアルバムの「おうちへ帰ろう」 なんて、洋楽をかなり聴いてる人じゃないと作れない、すごいな

あ・・・って思いました。 

 

２００６年のＷＢＣは、高３になる直前の春休み。 覚えてる覚えてる、めっちゃ覚えてるよ！ 

アメリカ戦は確か、部活の朝練習が終わって、１時間目の授業が無くて、食堂でヒロちゃんやマキと観てて 

同点で勝ち越しになるはずだった、９回の表？ 日本のタッチアップが  

あのアメリカ人の、ふざけた審判(笑） ボブ・デービットソンだっけ？余裕で西岡選手のスタート、セーフなのに、いちゃもんつけら

れて、判定が覆ったのとか！！ 

 

あれは、みんなで怒ったなあ(笑） 決勝戦も思い出に残ってます！ 

なんたって、イチローさんが かっこよかったのと、近頃のオリンピックにありがちな、 

「自分の為にがんばる」とか、「楽しんでくる｣的な発言してる連中と違って、 

国を背負うということ、国際試合の戦い方を しっかり表現してくれて、感動しました。 

 

２１時就寝にも、体が慣れてきたぞ！！ おやすみなさい。 

 

 

2009-03-08  絶不調のミオさん＊＊ 

また、口内炎になりました。 

舌の上に３個、 舌の前歯の前の 唇に２個でしょ♪ 

上の歯肉に１つ。 

きっと、急に多くの差し入れを頂くようになって（笑） みおの口の中、びっくりしちゃったんだろうな・・・ 

だから、今日は焼きプリンと、鮭おにぎりで止めといた。 
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昨日の、コージーコーナーのジャンボシュークリームは、美味しかったけど 

昔パパが 風邪や熱を出すと、プリンとかシュークリーム買ってきてくれたの 思い出して切なかったぜ♪ 

 

ななちゃんの顔に 小さなニキビが出来てしまった。 

最近は コンビニのお弁当が多いみたいだし、試合に行くときも買ってかなきゃいけないし 

みおのせいだよな・・・どうしよう残っちゃったら。 

 

新しいスタートと世間は騒ぐが、あたしスタート出来ないって（笑） 

みおを冷やせ！！ ３８，７はやばい。。。 

愛犬リックに舐めてもらうしかないかな・・・（笑） 

 

 

2009-03-13  ドント・ウォーキング☆☆ 

困ったぞ・・・(笑） 

放置されてるので、暇で暇で・・・リハビリルームに行ってみたはいいけれど、ぜんぜん歩けないじゃん！！ 

今までトイレの時と検査で 病室を移動する時しか歩いてなかった、バチがあたった。。。 

 

点滴を外して、両手で手すりを握りながら、一歩一歩歩いてみたけど、 

足と手が 一緒に出てくれないっていうか、 肩と二の腕がフニャフニャ・・・震えてました(笑） 

でも、ふくらはぎだけは、まだ細くてしなやかだもんね♪  

１９年かけて、ダンスとお店と、走りこみで創りあげたもの・・・・お願いだから太くならないで！！！ 

 

これでも私、高校時代は懸垂１０回は出来たし、ダンスやってる人には当たり前だけど、 

１８０度の開脚だって楽勝で、入院するまでは毎日やってた！！ 

体育の授業じゃ３０００M走 毎月計って、学年でトップ３から落ちた事ないし  

１番だって何回も取った女(笑） 「先行逃げ切りのミオ」と呼ばれておりました♪  

 

「お前、男らしい走りするなぁ・・・」って、今ななちゃんの担任してる 体育の先生が言ってた(笑） 

最初っから飛ばさなきゃ、茨城県人らしくないぞ＊＊ 

  

睡眠不足で朝礼の時とか 時々貧血と、過労で倒れてましたが・・・(笑） 

 

腹筋だって、みんなと一緒にやってたから １００回は軽く出来たのに！！ 

情けない・・・実に情けない。 

も～う！ あの「ドロドロ液体 ミキサー食」のせいだ(笑） 

 

今まで差し入れは、甘いものに限定してましたが、やはり がっつり食事系もお願いしたほうがいいのかな？ 

やばい、みおの食の欲望が！！(笑） ヒロちゃん、メモの方よろしくお願いします(笑） 

 

おろしトンカツ弁当でしょ・・・しょうが焼き、さばの味噌煮、明太子スパゲティに、鮭雑炊とか、 

カップヌードルのシーフード、餃子に、市場のねぎとろ丼！！ 

あと新発売の アムロちゃんのダイエットコーラが飲みたい(笑） 

 

やだやだ、贅沢な女。 退院したら 太らないように気をつけようっと。 

 

また手術を勧められる。もうイヤです。もう先生や看護婦さんには、みおのサービスショットは見せません(笑） 

全身麻酔には、「心の準備」というものがいるのさ♪ 

 

 

2009-03-15  久しぶりに、エコーズを聴こう！ 

音楽好きだったパパが残した 膨大なＣＤとかレコードは、みおも１時期 聴いてましたが、 

中学生だったせいか、正直、そんなにヒットしなかったな・・・（笑） 

カーペンターズとか、キャロルキングとか 洋楽の有名アーティストは みおにも 良さがわかりましたが 

なんたって・・・パパはバンド出身だし、ロックからシンガーソングライター系 

みおはあの頃は、洋楽のダンスミュージックとか、ユーロビートとか（笑）好きだったもので。。。 

 

８０年代 邦楽男性歌手だと、尾崎豊さんも 声もメロディラインも素晴らしいのはわかるんだけど、 

ちょっと反体制すぎて・・・（笑） 

やっぱ、浜田省吾さんと、エコーズが良かった。 
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エコーズは、ミスチルの桜井さんも、「かなり影響を受けた」って 以前 発言されてたそうです。 

 

辻仁成さんは小説も読んでみたけど、難しすぎて（笑） あんま心にヒットしなかったけど・・・ 

エコーズは、みお好きです。 今でもＣＤ持ってるもん。 

ただ、２０００年の夏の 辻さん原作脚本のドラマで、歌手じゃないから、決して歌がうまいとは言えない 

菅野美穂さんに歌わせたのは、意味がわかんなかったよなあ（笑） パパ、病院で怒ってたもんね（笑） 

「ＺＯＯ」って、あんなチープな歌じゃないんだよ！ 辻さんの高音あってこその歌なのだ（笑） 

 

あと「ＧＥＮＴＬＥ ＬＡＮＤ」 「ＤＥＡＲ ＦＲＩＥＮＤ」 「友情」 「東京」 「ｓｏｍｅｏｎｅ ｌｉｋｅｙｏｕ」なんかがよかったです。 

ベストアルバムの「ＧＯＬＤＷＡＴＥＲ」や、ラストアルバムの「シルバーパレット」の２枚を、みお形見にもらった。 

 

「辻仁成のオールナイトニッポン」 とか、「辻仁成のパックイン・ミュージック」（９３年） のテープもいっぱい出てきました。 

ラジオおたくな所は、みお しっかりパパから受け継いだね（笑） 

テープ聞いて、たしかに、こんなラジオ番組だったら、みおもハマっただろうな・・・って思いました。 

辻さん お喋りおもしろい！！ 世の中的には キザで嫌なやつって誤解されてるんだろうな・・・（笑） 

まあ、本人が意図的に、そうゆうふうに演じてるのかもしれませんが。 

 

ダンスやってたミオにとっては、この歌が胸に響きました！ 

 

「Ｇｏｏｄ－ｂｙ ｂｌｕｅ ｓｋｙ」 

さよならダンサーを夢見た、２０歳のブルー 

抱き寄せられ君はつばを吐き、飛び出した 

素直に受け入れていれば、君はプリマドンナ 

Ｇｏｏｄーｂｙｅブルー 君は利口じゃない・・・ 

 

さよなら事件を追い続けた Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ ｍａｎ  

相手の方がいつも一枚 上手だった 

転職を勧められた 次の朝ボスに 

Ｇｏｏｄ－ｂｙｅ ｍａｎ 君には向いてない・・・ 

 

今度は少し長いお別れに なるかもしれない 

どこかの街で見かけたら、声をかけてほしい 

深く被ったハンチングの下 白い歯を光らせたら合図さ 

その時はもう一度、手を組んで派手にやろう 

 

さよならジョンウェインに憧れた Ｈｅｙーｌｉｔｔｌｅｂｏｙ 

目をつぶることができなくて、飛びかかった 

金網に押しつけられて、担ぎこまれていった 

Ｇｏｏｄ－ｂｙｅ ｆｒｉｅｎｄ 君はかしこくない 

 

今度は少し長いお別れに なるかもしれない 

どこかの街で見かけたら 声をかけてほしい 

深く被ったハンチングの下 白い歯を光らせたら合図さ 

そのときはもう一度 手を組んで派手にやろう 

 

おとなしくうなずけない 愛すべきＢａｄｂｏｙｓ Ｂａｄｇｉｒｌｓ 

その時が来たら、噛みつけばいいさ 

 

ギターの伊藤浩樹さんは、偶然にも０３年だったかな・・・受験勉強してたんだから０３年か。 

ＴＢＳラジオの深夜の音楽番組で 

アシスタントみたいなことをやられてて、初めて声を聴いて感動しました！ 

いい感じの お茶目なおじさんだった（笑） 

今じゃ、作家大先生の辻さんを、辻君とか、辻って 呼びつけにしてて面白かったです♪ 

辻さんは、エコーズ時代とか 少年時代のエッセーが面白かったなぁ。。。 

あと「友情」って曲はやばいです・・・泣きました（笑） 

久しぶりにロックも 食わず嫌いせずに（笑） 聴いてみよう♪ 
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2009-03-15  みおんちへ帰ろう☆ 

ななちゃん、ヒロと 女２人の 危険な（笑）スノボ旅行！！ 

あんなかわいいガールが２人いたら、ぜったいナンパされちゃうよ♪ 

今頃は車の中かな。 無事に帰ってきてね～ お姉ちゃん心配だよ～ 

 

そのうち、「明日からスノボ行って来るね！」とか言われちゃったらどうしよう（笑） 

ななちゃん ゲレンデデビュー あっというまに上達しちゃったんだろうなぁ。 

 

ゲレンデで食べるカップヌードルは、めっちゃおいしいって ラジオでやってた。 

あと、ホットココアも美味しいんだって。 ゲレンデのごはんを ゲレ食というらしい。 

みお、スキーはやったことないけど、変なことだけ知ってる（笑） 

私は１０メートル歩くのが、やっとだというのに・・・（笑） 

 

今日もリハビリルームで ひとり涙。。。 

 

 

2009-03-22  ☆ｓｌｅｅｐｉｎｇ ｇｉｒｌ☆ 

きのう、病院の水道で髪の毛を洗った。いや・・・お店の女の子に洗ってもらった。 

廊下の通り道だったから、はずかしかったけどさ（笑）  

３ヶ月以上そのままだから 髪の毛の色もだいぶ、落ちついちゃったなぁ。 うわぁ・・・黒すぎ！！ 

やっぱ、２０歳のガールとしては、少しはオシャレしたいのです☆ 

多くの人が初めて髪を染める時に使う、スプレー式のやつのお世話になろうっと。。。 

よくお店の女の子には、「みおはぜったい金髪似合うよ！！」って昔から言われてたから ほんの少し憧れも 

無くはないけど・・・ママびっくりしちゃうし 奈々ちゃんの教育によくない（笑） 

みおが初めて髪を染めたのは中２の時。。。スプレーしすぎて 茶髪になりすぎてママに、めっちゃ怒られた！！ 

 

ここ３～４日。寝ても寝ても、とにかく眠い・・・腕も足も、とにかく重い。 

また変な薬、飲まされちゃったのかなぁ（笑） 今日もせっかくの日曜なのに・・・・ 

 

みおと会話する時は、いちいち私が応えて筆談してると、なかなか話が進まないので（笑） 

先にすべて、美紀姉ちゃんやヒロちゃんが みおにマシンガントークする。 

「要点を簡潔に、なるべく短めに・・・・」 みんなうまくなった！  

話し終わったら、私がひとつひとつ返事を書いて、ノートを１枚ずつめくってゆくの♪ 

同室のおばあちゃんの、お見舞いに来ていたお孫さんが、「あのお姉ちゃん、紙芝居やってるよ～」だって（笑） 

 

２Ｆの子供病棟の小さなキッズたちと、ひょんなことから声をかけられて 時々「美緒ねえちゃん遊ぼうョ！」ってやってくるけど 

あの子たちとも、声が出たら もっと色んな遊びが出来るし、悔しいなぁ・・・ 

最近流行ってるらしい、女の子の着せ替えカードゲームは、めっちゃおもしろかった☆ 

２０歳の私でも楽しいんだから、そりゃ、小さなガールたちは夢中になるって！！ 

子供のいる お店の女の子から聞いたことあるけど 新しいやつとか集めてゆくと すっごく高いみたい♪ 

親って大変ですな（笑） でも、ファッションセンスを磨く勉強になるかもョ☆ 

 

きのうはハーゲンダッヅを 奈々ちゃんが買ってきてくれて食べました。 今日も残りの１個を食べる！ 

本も読みすぎて目が疲れたし、テレビはいまいちだし・・・・ 

なんかどんどん、空っぽになってゆくような感じです。３月４月って、みお的には大嫌いなんだよね（笑） 

くしゃみと、目のかゆみで終わる３月ってイメージです。 

しっかし、研修で大忙しだったのは、もう２年前か・・・ あのころは輝いてたなぁ！！ 

 

３８．７だったから 「リハビリルーム行くのも しばらく控えて」って注意されるしさ♪ 

そりゃ・・・食べることしか興味が無くなるって！！ ホントは固形の食事禁止なんですが・・・（笑） 

 

朝マックの新発売のホットドッグみたいなやつ。 あれ、昔のフランクバーガーとちがうのかしら？ 

ヒロちゃん買ってきて！！ だいじょうぶ。食べれるョ（笑） 

今日のみんなのごはん。よろしくお願いします！ みおのレシピノート、完璧でしょ？ 

市販したら２５００円ぐらいで売ってもいいと 個人的には思うんですが・・・（笑） 
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2009-03-29  みおの愛するひと☆ 

だいすきだよ～ キャ～ かわいい。。。かわいすぎる（笑） 

みおのスターです！！ いつもありがとう☆ 

淋しいときはひとりじゃないョ＊＊ 応援してるョ♪ 

新年度も、ついてゆくぜ（笑） 

これからも沢山の素敵な出会いと、シアワセな毎日が送れることを みお病室でいつも祈ってます。 

元気でいてください。 

 

♪～～いつまでも、いつまでも・・・ずっと一緒に・・・ 

 

 

2009-03-29  また会おうね。 

めずらしい人が、素敵なプレゼントを持って お見舞いに来てくれました。 

マキちゃん、おかえり！！ 忙しいのにありがとう☆ 

「ビデオレターがあるんだよ！」 って、早速見てみたら・・・・ 

な、ななんと、 リックじゃん！！ キャ～ 最近あいつ 顔見せないと思ってたら(笑） 

元気そう・・・でももう、高校の広いグランドを走れないから 少しお太りになられましたな。 

あたしのそばにいたときは、もっとしなやかで、細くてキレのある体型だった気がしますが(笑） 

 

「ほら、リック みおちゃんだよ～ 喜ぶよ～」と言ったとたん、ワンワンって吠えて可愛かったです♪ 

 

小学生のダンス大会の密着映像をみて、昔を思い出して泣いてしまいました。 

みおも、バク転が 軽々出来てたのに、一度 大失敗して それから怖くなっちゃったこと思い出した♪ 

戻りたいなあ・・・あのころに(笑） 

 

ミオの体に、新しい病名仲間入り！！ 「肝機能障害」って・・・おいおい、おっさんじゃん（笑） 

これも含めて多臓器不全なのかしら？ 長期戦覚悟しなきゃな・・・ 

パパは肝臓だったから、遺伝で、なんかうれしい(笑） 

パパの娘として、かわいい女の子、いい女になります！ 

 

 

2009-04-01  スタートラインを逆走してるのだ♪ 

入院生活４ヶ月目突入。。。 

子供病棟の穂乃果（ほのか）ちゃんが、元気いっぱい、よくミオの部屋までやってくる。 

階段昇れて凄いねぇ。。。 ヒロちゃんにも紹介して、ななちゃんとも仲良くなってくれた。 

「みお姉ちゃんのお友達は美人さんだねっ」 って(笑） 

三人の中で、誰が一番綺麗かな？(笑） 

若干お派手な♪ みおのお店の女の子たちと顔を合わせてるのが不思議☆ 教育によくないぜ(笑） 

でも、みんなにかわいがられて 微笑ましいです。 

以前、積み重ねてあるファッション誌に夢中になっていたので、カワイイ系のやつを３冊あげた。 

「ホント？くれるの！！」もう・・・めっちゃかわいい！！ 

 

２００８年度、みおは、いったい何ができたんだろう？ 

あんなに必死にやったのに、ママを治してあげられなかった。あの選択は間違えてしまったのだろうか？ 

女としては屈辱だよ。シャワーも浴びれないし、お風呂も入れないし・・・ 

頭は最近 水道で毎日洗ってもらえるけどさ(笑）  

あのミキサー液体食、なんとかなりませんかねぇ・・・ みおの声を返せ♪ 

 

スタート、新生活の言葉が、みおにプレッシャーをかけるのです。 むかつく＊＊ 

引きこもりの人も、こんな気持ちなんだろうな。 

 

高校 1 年の時、ヒロちゃんが変なアンテナを みおの家のベランダに付けて(笑） 茨城にいながらＴＶＫテレビを受信できるように

なったんですが、 

あれはいったい何だったんだろう？ 聞いてもよく理解できない・・・ 

すっごいね。理系に強い女。尊敬します！ 

ＴＶＫを見れて助かったのは、ラグビーシーズンに中継が多いことと、あとはなんと言っても 

人気音楽番組？ 「ＳＡＫＵＳＡＫＵ」 今週は、ななんと カエラちゃん復帰！ すご～い３年ぶりだ！！ 

ということで、1日遅れでビデオ録画してくれた「ＳＡＫＵＳＡＫＵ」を病院で見る毎日♪ 

やばい、おもしろすぎる。 みお今、笑うと胸からのどに、激痛が走るんだって(笑） 

カエラちゃんの、声とか毒舌とか・・・すべて好きです！ ラジオも毎週録音して聞いてました。 
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ちなみに 3月末までＭＣだった、中村優ちゃんは、みおが高３だった時の 高校ラグビーイメージガール＊＊ 

花園の特集番組で、天理高校の女子マネージャーのお手伝いをされてて 

芸能人のよくある、片手間的な(笑） さわりだけの手伝いじゃなく 本気で関わっておられてるのをみて 

当時高３だったみおは、「めっちゃいい子だぁ。。。」って感動しました。 

まじめでキュートなんだけど、天然なとこもあったり・・・優ちゃんのサクサクも面白かったぁ！！ 

 

いろ色日記  

 

みおは 監督をされた映画 「Ⅰａｍ 日本人」 も、ご著書の「ゼロの勇気」も読ませていただいて 

考え方に 非常に共感したので 森田健作さんの千葉県知事当選は めっちゃうれしかった。 

「ジェンダーフリーの見直し」、 「道徳教育の強化」 っていう公約に目が止まりました。 

道徳教育は当然のことですが、 男らしさ女らしさを否定し、  

性差を無くすことを目的としてるジェンダーフリー教育なんて、とんでもないと思う。  

なんでこう、同性ながらおかしな女の人たちがいるのかなあ・・・ 

しかし、熱い人ですね(笑） 笑顔がステキ！ リーダーはやっぱ、こうでなきゃ！！ 

 

そしてまた、今年も４月２日がやってくる。 ８年前の、あの気持ちは生涯忘れられない。 

あんなに悲しかった日はなかった。 まさか病院で迎えるとはね。 

パパ１２年間ありがとう☆ まだ迎えに来ちゃダメよ(笑） 

 

 

2009-04-02  心が痛い、タラレバ話。。。 

そういえば昔、盲腸になった時も 腹痛を我慢してたら一回痛みが引いて、安心してたら 

しばらくして激痛が襲ってきて(笑） 盲腸が破裂して♪ 腹膜炎（？）を併発したことがありました☆ 

11 月の末に高熱が出たとき、しっかり病院行っとけば・・・ 

ひょっとしたらここまで 大ごとにはならないで済んだのかなあ・・・・ 

ま、今さら行っても結果論だけどさ、、、 声を無くすことはなかったかもしれない。 

でもあの時は病院に行く時間なんて 作ること絶対に出来なかったって！！あと、ラグビーの早慶戦がどうしても見たかったんだ

もん(笑） 

 

パパが今でも生きてたら、今頃みおは どんなガールになってたかなぁ？ 

確かに幸せだっただろうし、ディズニーランドにもパパと行けたと思いますが(笑） 

きっと、少しわがままで 現実を知らない女の子になってた気がします。 

間違いなく、今のみおをサポートしてくれる お店の女の子となんて 一生出会うことはなかったと思うし 

 

まあ高校は多分、同じところに進学したとは思うんだけどさ・・・(笑） 

そう考えると、出会いなんて紙一重で変わる、う～ん、やっぱすごい！！ 

 

あの頃、一人で自転車こいで ダンスの練習をしてた 工場地帯の湾岸の  

不法投棄であふれてるあの寂しい場所 

ダンススクール行く前に 行ったり 週に３～4回は通ってた。 

おいおい、みおちゃん学校行けよって！(笑） 

ダンススクールのスタジオだけじゃ みお、いい結果出せなかっただろうなあ・・・ 

 

あの場所で出会った、たくさんの野良犬たちが忘れられない。 

きっと車でここまで連れてこられて捨てられて、大きな見かけは凄く怖い犬ばかり・・・たしか１５匹ぐらいいた。 

痩せこけて、でもプライドが高くて(笑） みおが行くとまずは 吠えて出迎えてくれて・・・ 

 

みおがラジカセで音楽かけて踊りだすと、目の前や真横で ただ、じ～っと見つめてる。 

１００円ショップやスーパーの安売りで買った ドッグフードや肉や魚をあげると 

食べる順番は決まってるけど、最後の犬まで行き渡るよう・・・みんな少しずつ食べてさ。感動しました！！ 

 

あの頃の 私のダンスを一番見てくれた、厳しいお客さんは あの野良犬たちでした。 

踊り終わって疲れて、みおが横たわると、 大型犬５～６匹で みおの顔とか腕、脚をなめまくる(笑） 

あれ遠くから見たら 私が犬に食べられてるみたいだったよなぁ・・・(笑） 

あの４年近くの思い出は忘れられません。 パパが死んでしまって寂しいときも、そばにいてくれた。 

おなかいっぱい、いつか食べさせてあげるって約束したのに、本当にごめんね。 

 

帰るときは、自転車の私を 下っ端の犬(笑）がどこまでも追いかけてきてくれて・・・ 
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「気をつけて帰れよ！」   

「なんだよ！ 今日こそ、お前の家でごはん 食べさせてくれるんじゃなかったのかよ！」  

こんな感じだったのかな？(笑） 

 

中３になって、お店も受験勉強も忙しくなって ダンスも辞めてしまったら、 

足が遠のいて、いけないと思いながら 彼らを見捨ててしまった・・・ 

野良犬を相手に、餌を４年間もあげ続けて、一番やってはいけないことをしてしまいました・・・ 

今思い出しても、胸が痛くなります。 あの中の何頭かでも  幸せになれたでしょうか・・・ 

 

街を歩いてると ８割ぐらいの確率で すれ違うワンちゃんに 寄ってこられたり足元舐められたりしました。 

みお、犬顔なのかなあ・・・ 

 

パパ ゆっくり休んでね。 まだまだ成長できなくてごめんね。 

たくさんの思い出も 言葉も忘れてません！ ありがとう＊＊ 

 

 

2009-04-05  静かなる誓い☆ 

ママにお手紙を書きました。 

そういえば、入院してから もうコミュニュケーションが取れないと 落ちこんでいたけど 

一番簡単な方法を忘れてた。灯台もと暗しだ！ 意味あってるかな？ 

 

ごはんは、ヒロちゃんが行けないときは全部 業者の宅配の介護食になっちゃってるみたい。 

かわいそう・・・みお、無理やりにでも退院して、ママやななちゃんの面倒を見てあげたいと思った。 

今やらなきゃ後悔することがあるはず・・・ 

 

でも、ホントに歩けないんだよなぁ・・・(笑） 足から衰えるって、本当だ。 

ほのかちゃんに、歩くスピード負けちゃうもん(笑） 

かみさま、ほのかちゃんだけは治してあげてくださいね☆  

 

先生からの手術の薦めがうるさい(笑） 説明はやっと半分ぐらい理解できたけど リスクありすぎでしょ！ 

みおはもう、ローリスクローリターンで行くことに決めたのだ♪ 

美紀姉ちゃんも理解してくれた。運動制限とかカロリー制限とか、たとえ治っても 

そんなものと一生付きあってゆくのはごめんです。。。 

薬で治す。そっちのほうが、まだ劇的じゃなくても回復の可能性があるし、リスクも少ないと思います。 

 

パパとママにもらった体だもん・・・切られてたまるか(笑） 

 

今度のパフュームの新曲は、振りが ちょっと難しい。。。 

また奈々ちゃんと、一緒におうちで踊りたいなあ・・・ 

わたし、かしゆかちゃん役やります！！(笑） ななちゃんは、あ～ちゃんって感じがするね(笑） 

バスケの遠征試合、おつかれさまね。。。 

今日はお見舞いはいいから、みおんちで いっぱいごはん食べて、ま～っすぐ おうちに帰るんだよ～(笑） 

ヒロちゃん、コロッケとカニクリームコロッケ作るって、昼間お見舞い来て張り切ってたョ！！ 

 

いいなあ・・・ みおも食べたいなあ・・・・ 

ピザが食べたい・・・・ピザのＣＭ多すぎだって(笑）  

いつまでドロドロ、ミキサー食なんだろう。 おいしくない＊＊ 

今日は髪を洗ってもらって、体を拭いてもらいました。 気持ちよかったです！ 

ほのかちゃんが、屋上に行きたがる。 今の私の体力じゃ アウトドアな遊びは無理だな(笑） ごめんね 

 

今夜は一人寂しく、ハーゲンダッヅの クリスピーサンドでも食べながら・・・明日の投薬治療に備えましょう！！ 

明日もみお、がんばります。 

 

 

2009-04-09  新しい生活が始まった♪ 

ななちゃん４月から 高校２年生☆ １年早い、早すぎるぅ。。。 

大学受験に備えて、授業も厳しくなる。がんばってね！！  

私は高２の夏で 授業ついて行けず挫折しました＊＊ みおはもう、お勉強は教えてあげられません(笑） 

 

だめだめだめ・・・と言いたかったけど、言えなかった(笑） 
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「みおちゃん、 私 原付バイクの免許とっていい？」 って 昨日 衝撃の発言が。。。。 

「お願い・・・」って あのひまわりスマイルで言われちゃうとなぁ・・・(笑） 

「ヒロちゃんは、みおちゃんがＯＫならいいよって、言ってたよ。 お母さんには ちゃんと報告するから！」 

 

私も１６歳になったら免許 速攻でとったし、田舎だから自転車じゃきついし。 気持ちはわかる！ 

「自分のこと棚にあげて・・・」ってことわざ。 言いえて妙だなぁ☆ 

みおの もう４年以上使ってるバイクも、最近は乗ってもらえなくて寂しい思いしてるだろうし・・・(笑） 

ななちゃんにあげるよ。 

 

しかし、奈々ちゃんに、そんな一面があるとは 予想できませんでした♪ 

あの小さかった ななちんがねぇ。。。(笑） 

兄弟ではないけど、やっぱ、みおと奈々ちゃんは似てるのか？ 

私にあんま、憧れないで。。。(笑） そんな誇れる１０代じゃなかったし、立派な人間じゃありません！！ 

病院で、隠れて食事するような・・・悪いガールです＊＊ 

 

みおみたいに、深夜の国道を暴走するようなことは、しちゃダメだよ(笑） 

安全運転、約束してください。。。 それと、おばさんには ちゃんと話そうね＊＊ 

今度という今度は、優しかったおばさんにも、みお 大目玉喰らうかしら？(笑） 

しょうがない・・・かわいい妹のために、ひと肌脱ぎます！！ 

 

奈々ちゃんのレオパレスの期限が切れて、これは、おばさんの許可取ったみたいだけど、ヒロちゃんと２人で暮らしはじめた。 

ヒロちゃんの部屋、でっかいかったからなぁ  あれで家賃６万円台って、信じられないよ～(笑） 

都心だったら倍の値段じゃありません？ 

 

もう、奈々ちゃんのお姉ちゃんは、みおからヒロちゃんに 取られちゃったぜ(笑） 

しょうがないね・・・今の私じゃ。。。 ヒロちゃん、いろいろ お願いします！  

ヒロちゃんかっこいい！！ 東京には目もくれず、自分の生きたいように生きて 

中古だけど車も買っちゃうし、いい女だよなあ(笑） 

 

みおは、明日は屋上で ほのかちゃんと遊ぼうっと。。。 

 

 

2009-04-12  私が先です！！ 

みずきが就職した「魚民」のチーフ？になった。 副店長らしい。 すごいねぇ！！みずき。 

まだ 20 歳だよ～ このぶんだと、２、３年後には店長かな？（笑） 

みずきは、みおの誇りなのさ♪ 楽器も完璧だし、卒業式の日のライブ、覚えてる？ 

 

冬でも春でも、夏でも・・・寂しいときいつでも、私の名前を呼んでくれたら、あなたのもとへ駆けつけるわ♪ 

キャロルキングの、歌詞に こんな素敵なフレーズがありました。 

みおも、大切な人たちに こんな優しいガールになりたいです。 

しかし、今は勘弁して！！ 今日もリハビリルームで汗だくでがんばったけど、無理だよ～歩けないよ～ 

足が前に出てくれないんだもん！！ 

 

そして、みおの実家のお店から 本格的に東京で 水商売の世界で頑張ってる女の子たちからも 

いろいろメールで教えてくれてうれしいです。 

マナミちゃんが、とうとう すっごいことやっちゃったみたい♪ おめでとう！！ 

六本木で沢山の人を癒す、天使になってください。。。 みおもうれしい。 

訛りを直せって、大変だったみたいだ。 頑張ってて偉いな・・・ 

 

「またまた・・・ガッキーの真似しちゃって！！」 って来月から絶対言われるな（笑） 

ガッキーちゃんが「声の出ない女の子」って、うれしいような、せつないような・・・ 

みおは、ガッキーには逆立ちしても勝てませんが・・・声が出なくなったのは、みおのほうが先です！！ 

去年の１２，２８だもん・・・・そんなこと競ってもしょうがないけどさ（笑） 

 

そして、みおのお店は 先月も絶好調！！ なんだ・・・私いなくても回るのね・・・（笑） 

ライバル店も、圧倒的にやっつけてくれたみたい♪ やったぁ！！ 

こっちは、女の子の質が違いますから（笑） 

 

ななちゃんとも、バイクのことでいくつか約束。 

通学で、途中まででも乗らないって。 私は何回か、遅刻しそうなとき乗りました（笑） すいません・・・ 
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本屋さんで本買って、ヒロちゃんと一緒に勉強してるんだってさ☆ 

微笑ましいなあ・・・姉妹みたいだなあ（笑） 

みおのお見舞いも、時々でいいから忘れないでョ！！ 

 

これから暑くなるのに、相変わらず３８，７度とか きついよ～ 

熱くて、誰も寄ってこないって。 真夏に食べる、鍋やラーメンみたいなものね（笑） 

 

今日はアイスとシューの差し入れいっぱい。。。 

やったあ！！ しっかし、冷蔵庫にキーがかかるなんて、病院の先生もけっこうイキなことしますな（笑） 

早く隠さなきゃ！！ 見つかったら大変。。。 

先生、みおのブログ読んでたりしないよね？（笑） 

 

 

2009-04-19  ミオ いい名前だ！！ 

ほのかちゃんは、食事制限ないみたいなので、というより、何の病気なんだろう・・・無理して聞かないけど＊＊ 

今日も昼間、お母さんが来るまでの間、遊びに来てくれたから 

冷蔵庫のキーを開けて（笑） 大量保管されてある♪ コージーコーナーのシュークリームあげました。 

「大きい！！ こんな大きなシュークリーム見たことないよ～」だって♪ でしょでしょ（笑） 

 

ちなみに、インスタントコーヒーの粉も置いてある。みおはもちろん飲めませんが・・・お湯は廊下で借りて、 

美紀ちゃんをはじめ、お店の女の子が、何杯も飲んで いっぱい話して帰ってく。 

みおも元気でホステスだった時は、こんなふうに毎日悩んでたなあ・・・ 

声が出ないので、重要なトコだけ書いて、あとはスマイル ＆握手。。。 

元気になって退院したら、占い師にでもなろうかしら？ 

 

東野圭吾さん新刊「パラドックス１３」 あやちゃん買ってきてくれました。 

よ～し、、、読むぞ！！ ミオちゃんってガールが出てきた（笑） ２回目の登場だ。 

みお、いい名前（笑） パパありがとう！！ 

ヒロちゃんと出会ったとき、後ろから追いかけてきて、 

「美緒ちゃんって、いい名前だね 一緒に帰ろう！！」って言ってくれたこと 今でも覚えてます。 

あのヒロちゃんが、いまでは、立派な２０歳。 

あなたがいなきゃ、この１年間はやってこれなかった。 な～んて、まだ１８時 しんみりする時間じゃないョ 

 

ふ・・・・ふらふらして 

く・・・・口が悪い 

だ・・・だって 海の町うまれだもんね。 

み・・・見た目はツンツン！！ 

お・・・怖気づく 気弱なガールなんだョ 実は（笑） 

 

パパ愛してるよ。 時任三郎さんに乗り移って、みおのもとへ帰ってきてください。。。 

 

 

2009-04-25  おなかすいたよぉ～ ミオ溶けちゃうよ・・・ 

今週は水曜日に、３９度台まで熱が上がって、きのうは、３８，８度。 

そんなことで、あっというまに 体重が３１，９キロまで落ちてしまいました。もう、だめ・・・やばい。 

それなのに、顔だけは薬の副作用で、パンパンです(笑） なんだよ！小顔にしてョ。。。 

 

みおの体でも消化できて、なおかつ美味しくて、たんぱく質 ビタミン豊富な食べ物、無いかなあ・・・ 

先生、なんでわたしに、固形の食べ物をくれないのですか？(笑） 

このままじゃ、みおは溶けちゃうよぉ！！  

ななちゃんが来たら、３０８号室にピザを取って(笑） ななちゃんが食べるふりして、実は私が食べるとか・・・ 

できるわけないね。  

これじゃあ、実家のお店でホステスなんて 戻れるわけもない・・・ ＮＯ２のプライドが、ずたずたです。。。(笑） 

 

身長－１００×０，９が平均体重だとするならば、 今の私はマイナス２２キロ。。。 

小学３年生の平均体重(笑） それなら、みおも小学生になって、またパパや、元気だったママに逢いたいです。 

 

兵庫県尼崎市のＪＲ福知山線の、列車脱線事故で亡くなられた方々、そして遺族の方々にご冥福をお祈りいたします・・・・ 

そして怪我をされた方々、傷を負われた方々の、痛みが 消えることはなくても 

少しでも癒える日が 来ることを願いたいです。 



 みおボード 2007. 5～2008. 3 http://mio-board.spaces.live.com/ 

２００８．６～  2008. 3～ http://ameblo.jp/mio8921fuku/ 

カテゴリ： その他 

- 43 - 

 

県民共済の、入院補助の４ヶ月が、あと１週間で終わってしまう・・・・ 

どうしよう、、、やばい、みお金喰い虫になっちゃうよ(笑） 

一応、美紀ねえちゃんも、お店の女の子たちも、「お金の心配はしないでいいよ～」って言ってくれてますが。 

お父さんごめんなさい。 私、病院 脱走したほうがいいでしょうか？(笑） 

 

「負けるとわかってる戦い」でも、大切なものを守るためには、戦わなきゃいけないときもあると、みおは思いますョ！！ 

まあ、なんでも今の時代の価値観でみてる、田原さんには理解できないでしょうが・・・  

あの場面が みお的には、一番大事なところだったと思います。 

冗談じゃない・・・回避なんて出来るわけ無いじゃん！！ ホント不勉強だよ、頭にくるよ(笑） 

おまけに最後に、「このアンケートも、操作されてるかもしれない・・・」って、 

自分の考えと違うからってさぁ・・・結果が信用できないなら、アンケートなんて最初からやるなって(笑） 

 

歩けなくなったらどうしよう・・・家の中にママとみお、２人車椅子なんて、スペース無いョ♪ 

手すりを使って、スクワットやろうかな・・・でも、また おなかすくなあ(笑） 

また、差し入れ再開してもらおうかしら？ 今度は絶対、吐かないぞ！！ 

 

「パラドックス１３」 ラストシーンよかったです。 終盤息もつかせぬ展開で、感動しました。 

ミオちゃんかわいい(笑） よかったぁ・・・ さすがのラストですね。 

 

 

2009-04-26  リハビリに挑戦してみた♪ 

ひさしぶりに、リハビリルームに行きました。 田舎なんで、特に付きっきりで訓練士さんもいないし 

声をかければ手助けしてくれるけど、 よほど重病の人以外は、自分のペースでリハビリできます＊＊ 

 

でも、私も一応重症なんだけどなあ・・・（笑） なんで喋らないの？とか言われたり 不快にさせたら嫌だし 

かといって、わざわざ筆談なんかしたくないし・・・ 

 

久々にガッツあふれる、負けず嫌いな昔の私が 出てきたような気がする！！ 

悔しい・・・歩けない・・・美紀ちゃんもヒロも、「危険だから一人でリハビリしないでね」って言うけど 

一人でも歩けるようにならなきゃ！！ 手すりにつかまってても腕の力がなくて、体を支えていられないし 

足も前に出ないし、こけたら起きあがるまで時間かかるし（笑） 

 

逆に、手すりにつかまってのスクワットは、ゆっくりと２０回出来ました。こっちメインにしたほうがいいのかな？ 

 

も～う。。。汗だくだよ・・・ 

でも、負けたくないです。「ちきしょう、なめんなよ！」って感じです＊＊ 

昔のみおは、「手をつかないバク転」も出来たし、中２のときの、ダンスオーディションでは最後の８人まで残ったもん！ 

「最終審査進出」のお手紙、今でも大切に持ってます（笑） 歌手名出すだけじゃ、みんな信じてくれないもん♪ 

勝たなきゃしょうがないんだけど。。。（笑） でも、かなり自慢です☆ 

 

こんなに頑張ったって、おなかすくだけじゃん！！（笑） 

食べちゃおっかな☆ シュークリームやアイスが食べられるんだから、きっと、パンやごはんだって・・・ 

ヒロちゃんにメールで、マックのチーズバーガーお願いしてみよう！ 

 

お願いヒロちゃん！！ 

世の中はさ、「善悪２元論」だけじゃ、割りきれないんだって（笑） 

さすがに脂っこいポテトは、許してもらえないだろうからガマンするけど・・・シェイクも飲みたい☆ 

カルシウム補給ということで、いかがでしょうか？ 

あ～ぁ でも、ミオ じゃがいも大好きなんだよなぁ・・・食べたいな。。。 

 

 

2009-04-28  もうすぐ５月♪ 

あっというまの４月でした・・・・もともと好きじゃない月というのもあるけど、低いテンションで始まって 

検査も、もう少なくなって、すべて自分で１日のプランも立てなきゃいけないし、 

かといって、体は動かないし、屋上以外は外出も許可されないしさ・・・ 

声が出ないから先生や看護婦さんとも、うまくコミュニュケーション取れないから、イライラして 相変わらず高熱だし、、、 

 

奈々ちゃんが、バスケ部の１軍の試合に出たり、ベンチ入りする事が出来る様になってきたんだって。 

スゴ～イ。。。ヒロちゃんの料理のおかげだなあ・・・ 
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入院してすぐのころは、ごはんのこと心配してたけど、２人で一緒に住み始めたし、もう心配ないかな・・・ 

 

こんな料理を思いついた。 

ごはんに ねぎと、のりと、鮭の切り身の缶詰載せて とろけるチーズをたっぷりかけて 

レンジで３分、最後に大根おろし載せて、ポン酢か昆布だしで食べる。。。 

どうよどうよ。男の料理って感じ(笑） 

ちょっと、ジャンクフードかしら？ 食べたい・・・何でもいいから食べたい(笑） 

しかし、今年に入ってから、ロクに食べてないのに、生きていられるもんなんだなぁ。 

 

もうすぐ母の日、今年はどうしよう・・・あれ、去年なにあげたんだっけ？ まいったなあ。 

おととしは、初任給で佐渡の旅行ツアー。 懐かしいな。  

 

麻生さん 定額給付金くれてありがとう(笑） 大切に使います♪ 

その勢いで、集団的自衛権の行使、政府解釈変更、お願いしますよ～ そしたら絶対投票するんだけどな。 

 

川島海荷ちゃんが好きです。かわいい！ 似てるっていうんじゃなくて、ちょっと奈々ちゃんと 同じ雰囲気あるなあ・・・ 

カルピスウォーターのＣＭで、男の子にカルピスを取られて、「返せ～！！」って♪ 

あと最後に、「ガキ！」っていうのが、かわいいです＊＊ 目大きくて、うらやましい(笑） 

水曜２２時の「アイシテル」 弟さんを殺されたお姉さん役で、先週の、お部屋で泣くシーンでは 

みおも、もらい泣きしちゃった・・・ 

 

日曜日のチーズバーガーの美味しさは、わたし一生忘れません(笑） 

ななちゃん、クウォーターパウンダーっていう、すっごい大きいやつ食べてた。うらやましかった。 

少しずつ、食べてゆけば、みおの胃も、慣れてくれるでしょう＊＊ 

 

わたしも原宿の、フォーエバー２１に行ってみたいです！！ ファッション戦争だね！！ 

 

2009-05-01  ＧＷの思い出♪ 

２年前のＧＷは、鳥取県の境港市にいた。 

パパのお墓があるところ、、、、遠いョ、遠いって！！ 

子供だったから、詳しいことはわからなかったし、動揺してたから記憶にないけど、 

パパはどうして、そんなに遠くに行ってしまったのでしょうか？ 

別にムコ養子じゃないんだから、 茨城にいればよかったのに。。。 

やっぱ、茨城の土は合わなかったのかな？(笑） 鳥取砂丘の砂で、花粉症になってませんように。 

また、日本酒、お墓にかけてあげるね♪  

しかし、みおさん。１８歳だったのに なかなかイキなことしましたねぇ＊＊ 

 

それともコーラがいい？ 

「おい！ 俺の体をベタベタにする気か！」という声が聞こえてきますぜ＊＊ 

みおもこの前、病室で、炭酸ジュースの差し入れを夜中にこっそり飲もうとしたら、 

プシュ～ッ。。。って、私の顔と、患者服ジュースまみれ・・・ やっぱ悪いことはできません。 

シャンパンファイトみたい(笑) お前ら～ 先輩を敬えって♪（イチロー選手） 

 

しかし、あの町の皆さんは、素敵な人たちだった。 

丁寧に道を教えてくれて、おばちゃんお菓子をくれて、一緒に付いてきてくれた。 

 

東京から鳥取まで、１日の休日を使って弾丸ツアーをした、あの行動力が懐かしいです。 

今じゃ私、支えなしで、しばらく歩いたら あっというまにコケるもん！！ 

どこへ消えてしまったの。みおの体力・・・ 

 

「ひとつ屋根の下」 今日は最終回だったけど、あんちゃんがゴール直前で倒れて、 

もうろうとする意識の中で、小梅ちゃんが車から降りてきて、（ここで♪青春の影～ が流れる） 

♪～君の心へ続く、長い一本道は、いつも僕を勇気付けた・・・  

「星の指輪」と並んで、みおのだいすきな歌です。。。 

 

ゴールラインから 「あんちゃ～ん！！」って叫ぶシーン。 あれは何度見ても泣けます(笑） 

そして、告訴状を警察に出しに行くシーンまで、 あれはほんと、名シーンだと思った。 

いろんなことを考えてしまいました・・・ 
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2009-05-03  ミオはなにをやっているのだろう・・・☆ 

そういえば高校の時、ヒロちゃんが 

「ほら、ほら 「ひとつ屋根の下」で、病院でちい兄ちゃんに、ちょっかい出す女の子いたじゃん！ 

あの子、性格みおに似てるよね？」 って言われたこと 再放送見ながら思い出した（笑） 

正確には・・・内田有紀さんが演じる 利奈っていう舞台女優さんですね♪ 心臓の病気をおして 

舞台に復帰するけど、最後には死んじゃう・・・って役。 

 

おいおい・・・縁起悪いよヒロちゃん（笑） みお入院中ですぞ！！ 

それに・・・みお、あんなツンツンガールだったかしら？  

まあ、今は丸くなったからいいでしょ♪ でも、あのセリフはよかった。 

「お兄さんだったらわかってくれると思うわ・・・ずっと先を見てるのよ。あなたは今の妹さんを見てるだけなの。 

鳥かごのなかで、死んだように長生きしろって・・・」 

 

でもみおは、小梅ちゃんが好きです。小梅ちゃんめっちゃかわいい！！ 

第３話の、大学の学費を稼ぐために、キャバクラでバイトするお話は、 

みおの実家はキャバクラやってるので（笑） なんだか複雑な心境でした♪ ちい兄ちゃんが、女の子を両脇に抱えて あんちゃ

んに 

「それじゃあ 店ごと買い占めるか！」って笑ったトコ かっこよすぎです（笑） ずるいです。。。 

いしだ壱成さんも、がんばって再復活されて、またいつかドラマ続編が観たいなぁ・・・ 

みおは、小雪姉ちゃんは 絶対に死んでないと信じてるもん！！ 

 

なんやかんやで、リハビリするのが一週間も空いてしまった。恐ろしいぐらいの激痛の筋肉痛。 

今日こそはいかないと・・・ ＧＷ中は、ほかの人たちはお見舞い いっぱい来て、リハビリルームすいてるといいなあ 

何で熱が下がらないんだろう・・・・年末からいつまでたっても 最低でも３８．４度。 

もう３６度台の感覚も忘れちゃったョ！！ あと、みおの あのガラガラ声も（笑） ついでにパパの声も・・・ 

時任三郎さんを、さらにひとつ低音にした感じなんだけど（笑） 

最近なんだか 記憶が薄れて混じってきたなぁ＊＊ でも、顔が似ると声も似るとは、すごいです！！ 

月日が経つのは、ホントに悲しい。。。  

 

県民共済の入院費補助の期間も終わってしまったので、ここからはホントに自腹になるのかと思うと 

恐ろしいです・・・お店の女の子がみんな、助けてくれるというけれど、 

さすがにそういうわけにはいかないと みおは思うのだ♪ かといって、私も貯金無いしなぁ（笑） 

こういう場合、生活保護って申請できるのだろうか・・・でもそれは、みおの美学に反するもん！！ 

 

またいつか、ダンスを踊りたい・・・・あのころみたいに、ステージに立てなくてもいいから 

街の小さなスタジオで。。。 そのためにも、こんなところに留まってる訳にはいかないョ！！ 

 

「ニューヨークへ行きたいか！！」（ｂｙウルトラクイズ） ハイ！ 行きたいです。。。 

みお、夢のダンス留学！！ あのころ、１週間でも行っておけばよかった。どうせ中学なんて行ってなかったんだし・・・（笑） 

 

ななちゃんは、少しずつガールから、ウーマンになってゆきます。かわいくてかわいくて・・・・ 

それなのにみお、何もしてあげられないどころか、遠征試合帰りに  

コージーコーナーのシュークリームやエクレア買ってきてもらったり 

アイスやお菓子を貰ってるなんて・・・どっちがいったい、お姉さんなんでしょうか？（笑） 

 

ラジオの英語講座がんばって、リハビリがんばって、本や雑誌を読んで、 

ほのかちゃんや子供たちと遊んでもらう・・・・ 

毎日、自分で生活を創ってゆかないと！！と決意を新たにした入院５ヶ月目の今日でした・・・ 

みおの声を返せ！！ でも、ガッキーと一緒だぁ。。。イェイ！！ やったぜ（笑） ガッキーきゃわいい＊＊ 

 

 

2009-05-03  恋におちて 

みおのお気に入りラジオ番組、「爆笑問題の日曜サンデー」 （ＴＢＳラジオ日曜１３時～） で 

今日 ザ・ベストテンで１位になった曲の、カラオケランキングやってました。 

それ自体もいい曲ばっかで面白かったんですが、１位はなんと・・・みおの１８番（自分で言うなって！） 

 

小林明子さんの「恋におちて～fall'in love」 リハビリルームでリハビリしながらイヤホンで聴いてて 

思わず、のどが動いた。 何度も聴きこんで、よくカラオケで歌った曲。 

もちろん、まだ声は出なかったけど、胸から上に激痛が走ったけど・・・(笑) また歌いたいなって思った！ 
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恋におちて～fall'in love  

 

そしたら太田さんが、「この曲よく歌われるよね。かっこいいんだよ、これ歌えるとさぁ！！ 

特に２番の出だしの英語の所とかね・・・」 そしたら田中さんが 

「そうそう、たいていは、そこまでうまく歌えるけど、そこから 「～＊＊＊（鼻歌になる）」みたいになるんだよな。 

って、おっしゃってて、みお太田さんに、ホメられたみたいでうれしかったです(笑） 

 

みおは、モチのロンで、２番の出だしの英語の部分だって、歌えますョ！！ 

卒業式のライブで、この曲 みずきとヒロで完璧に仕上げたのに、３日前に先生に 

「バカ！ これ不倫の歌だよ。替えなさい！」って言われたときは、悲しいような おかしいような・・・ 

 

懐かしのメロディみたいな番組で この曲が流れると、よくヒロちゃんが 

「あ、みおの１８番だ」 とか、「みおがこの曲歌えば、たいていの男は、落ちるよ」 って言ってくれます(笑） 

本当でしょうか？ だったらあの日、やっぱ強引にでも、歌っておけばよかったなぁ♪ 

 

もともとは、ママが好きだった曲。 パパと３人で行くと、ママはいつも歌ってました。 

ママの好きな曲を受け継いで、みおが１８番にしちゃったぜ(笑） 

ママ 早く再会しましょうね☆ ママもあきらめないで元気になってね。 

 

 

2009-05-10  みずき結婚おめでとう☆ 

昨日、みずき結婚・・・いやぁ今でも信じられません（笑） おめでとう♪ みずき 

２０歳早すぎです。やっぱ就職して働いてるから、何事も決断が早いのかなあ？ 

ヒロちゃん、事前に何も相談が無かったことに、ショックを受けてたョ。。。 

「東京の色に染まっちゃった・・・」って言ってました（笑） 

 

素敵な家庭を築いてください。子供が出来たら・・・女の子だったら ２文字が呼びやすくていいと思うの☆ 

ミオなんて、いかがでしょう？（笑） そしたらわたし、いっぱいかわいがるもん！！ 

お年玉って、何歳ぐらいからあげればいいのかな？ 

 

１００メートルが恐ろしいほど速くて！！ジャズバンド同好会を作って 陸上部と掛け持ち♪ 

関西出身、兵庫県の話と王子動物園のパンダの話になると・・・目を輝かせる女の子＊＊ 

「みおちゃん、コウコウとタンタン一緒に観にいこうよ！」 あの約束忘れてませんよ～  

私のいつかの退院祝いということで 神戸ツアーを企画してねっ☆ 

そしてなにより、卒業式のライブでは、サポートミュージシャンとして（笑） 完璧な演奏をしてくれました。 

みずきの音じゃなかったら、歌なんてミオ歌えなかったぜ！！ みずき、覚えてる？ 

 

そして成人式の日、みおの病室で振袖姿で泣いた女 

今は、居酒屋チェーンの副店長。かっこいい♪ 

すごい子だぁ。。。 みおの友達の中では一番の出世頭であり、スターです！！ 

親友を取られたような寂しさがあるぞ（笑） 

 

２０歳にして、高校とダンススクールの同世代の女の子。みずきで３人目の結婚。 

みんな、はやいです。私を一人にしないでねっ。。。 

ミオはいつになることやら・・・（笑） 女の子がほしい。いろいろ 教えこみたいことがあるのです（笑） 

 

 

2009-05-11  ママと再会！ 

ママと今年初の、そして５ヶ月ぶりの再会をしました。。。 

お父さんやヒロちゃんに、体中で表現して、みおのお見舞いに来てくれたみたい。 

１２月２８日の日に、台所で、いきなり、みおが倒れて それからず～っと病院だもん・・・ 親としては心配でしょうがなかっただろうなぁ。 

ごめんね、ママ １ヶ月ぐらいで帰るつもりだったんだけど、けっこう重症だったみたいで☆ 

まあ、みおはまったく そのときの事は記憶に無いんだけどね（笑） だるかったのと、物が２重に見えたのは覚えてますが・・・ 

「あれ・・・コンタクトずれてるのかなあ？」って♪ 

 

でも、やっぱ 今のこんな状態はママには見せたくなかった。普通のお母さんならいいけど、ママは精神のバランスを崩したら大

変だし、今の、マッチ棒の幽霊みたいな、心霊映画のヒロイン少女みたいな（笑） 私は見せたくなかったな・・・ 

 

ママ泣きすぎだよ～ いつかまた、前みたいに賑やかに暮らせるでしょう！ 

あ、奈々ちゃんは、ヒロちゃんのトコ行っちゃったんだ（笑） まあ、たまに食事会ってことで☆ 
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ママみおの顔、いっぱいさわる！！ 

 

母の日のプレゼントに、最近左手で、字を書けるようになって よく練習してると聞いたので 

高級なボールペンを ＭＡＹＵＫＯって名前入りで プレゼントしました！ 

ヒロちゃん、ミオの代わりにありがとう＊＊ そしていつも、ありがとう。奈々ちゃんを泣かせたら許さないぞ（笑） 

 

ママに筆談するのは、ちょっと辛かったな。。。 

 

 

2009-05-16  不良患者ミオ☆ 

今日５月１６日は、３年前初めて、リックにあった日。 

リックが何歳なのか、男の子なのはわかるけど（笑） 生まれた日もわからないけど、 

みおの高校の、ラグビーの練習をしてた、あの時間に迷いこんできてくれたこと感謝してます。 

もし、誰もいない時間だったり、他の時間だったら、出会えてなかったし あの幸せな日々はなかったはず。 

 

ありがとう＊リック☆ 元気にしてますか？  

一緒に住む約束したのに、最近ちょっと・・・育ての親に冷たいんじゃないの？（笑） 

また会おうね。病院に忍び込んできてくれる？ 深夜だったら人、薄いの！！ おっとり、ななちゃんでも何度も脱出成功してるぐ

らいだもん（笑） 

足の速いあなたなら、楽勝です！！ ３階の角部屋だよ♪ 待ってるね。 

楽天のリックさんも、がんばってホームラン いっぱい打ってください（笑） スポーツニュースで、リックって名前を聞くたびに ドキ

ッ。。。としてしまう私です・・・ 

 

あ～あ。元気で声が出たら、みずきに 絵里ちゃんの「黄色い花～wedding story」を歌ってあげられたのに・・・ 

親友の結婚式で歌わなきゃ、私いつ歌うのョ！！ ホントわたし、大事なトコで、いつもコケる！！ 

昔 いっぱい練習したから自信あるんだけどなぁ。。。 お風呂でですが（笑） 

初めて、低い声でよかったって思いました。 

ヒロちゃんの結婚式では、みずき、またピアノ弾いてくれる？  

キャロルキングの「you've got a friend」も、また みずきの音で歌いたいな♪ 

 

ほのかちゃんを、昼間屋上で一緒に遊んであげて、いっぱいいっぱい疲れさせる！！ 

深夜、目が覚めたら 寂しくて怖くて、きっと泣いちゃうもんね。 

よっ☆ みお大人になったぜ！！  

 

真夜中に急に、カーテン開けられるの、みおも怖くて怖くて・・・（笑） 

昨日、やっと１週間ぶりに観たかった 「十津川刑事の肖像」のビデオを深夜、 

真っ暗な病室で 怖くて震えながら観てたら。。。 

ほのちゃん、泣きべそ かきながらやって来た♪  ２人で左右のイヤホンして、一緒に観ました☆ 

みおと、ほのちゃんの大好きな人が犯人じゃなくてよかったね（笑） 

西村京太郎さんは、昔よく読んでましたが、十津川さんが警部になる前の 若い頃の作品ってことなのかしら？ 

とっても、おもしろかったです！！ 心臓に悪い（笑） 

 

意外や意外、病室から出ない限りは 好きな服装してもいいよって 許しがありました。 

さすがにお風呂もシャワーも禁止してるから、これ以上押さえつけると 

３０８号室の、あの若い不良患者、暴発するんじゃないか・・・って思ってたりして（笑） 

よし！ そうと決まったら、いっぱい服を持ってきてもらわなきゃ！！ でも高熱だから薄着でいいや＊＊ 

通販で買っちゃおうかなぁ・・・○○病院３０８号室宛で★ 

長い期間、ホテルで生活するビジネスマンさんは、こんな気持ちなんだろうと思った。 

 

昨日の注射の影響なのか、下半身にまったく力が入らない。せっかくリハビリがんばろうと思ってたのに！！ 

ヘンな薬、お願いだから、みおの体に入れないでよ～ 

いつまでこんなこと続けるんだろう？ 朝の検温３８．６度 だるい・・・ 

こんな時は、パパやママや、憧れのあの人が、そばにいてくれたらな・・・なんて 甘ったれてしまうのです（笑） 

 

 

2009-05-16  今夜は覚悟しなきゃ！！ 

なんか今日は、体がだるくて イライラするので、屋上行ったりカーテン閉めて 禁断の冷蔵庫のキーを開けて 

シュークリーム３個、ハーゲンダッヅ、昨日買って来てくれたメロンパン。ピザポテト一袋☆ 

食べちゃった食べちゃった・・・・ 

きっと、麻薬の誘惑も こんな感じなんでしょうね。 って、私は別に悪いことはしてない！！ 
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こんなに食べるつもりはなかったんですが・・・なぜか止まらなくなった（笑） れっきとした過食症じゃん！！ 

 

よし！この食事量を消化できたら、みおの臓器も退院しても、やってゆけるぞ＊＊ 

だいたい、普段 食べ物禁止にするから 反動でドカ食いしちゃうわけであって・・・みおは悪くないもん！ 

いや、うそです。反省してます・・・ ホント不良患者だよなぁ わたし。。。 

 

体重３１キロだから、少しは太らないと！！ みおがラグビー部にいた時は、 

１年生は合宿で先輩に むりやり食べさせられてたの思い出した（笑） 

吐くまで食べなきゃ、体 大きくならないもんね☆ 

 

一気に冷蔵庫のなかに、スペースができました（笑） 明日、ななちゃん来るのにどうしよう。 

今夜は吐き気が襲ってくるのはわかってるので♪ 備えあれば憂えなし、 

袋をいっぱい用意して ゴミ箱の袋も３重にして、、、 

 

小学校の遠足の時 バスの前の席で ビニール袋持ちながら、辛そうにしてた人たちの気持ちがわかった（笑） 

みおはうしろで、ワイワイ騒いでたガールだったもんで・・・あのころは、よくわかんなかったけど☆ 

栃木県の日光に行ったとき、角度がある急な道路で みんな辛そうだったもんなぁ（笑） 

 

自分が情けないです。でもやっぱ、あんなドロドロ、ミキサー食じゃ いつまでたっても消化機能はよくならないと思う。 

少しはハードルを高めに設定しないと、進歩も改善も無いわけで・・・ 

そこで みおが苦しんだとしても、自己責任でしょうがないと、あきらめます。 

だからこれからも、お菓子は毎日食べ続けるぞ（笑） 

しかし・・・体型がどんどん痩せてるからか、バレないもんだねぇ。。。ちゃんと検査してんのかな？ 

 

病室で私服ＯＫが出たけど、外をお洒落して歩けるわけじゃないし、やっぱつまんない。 むかつく（笑） 

みんないいなあ・・・ うらやましいなあ♪ 

おなかがいっぱいで、膨らんで苦しいです（笑）  

１９時からのドロドロごはんは、モチのロンで＊＊ パスなのだ♪ 

 

 

2009-05-17  焼肉パーティ！！ 

昨日は夕方から２１時ぐらいまで居眠りして、そこからまた夜中まで眠ったので 

夜中になるまで全く気づきませんでしたが、美紀姉ちゃんと、お店の女の子たちと、ヒロちゃんと奈々ちゃんから 

パソコンにメールが入ってて、 な、な、なんと！！ あいつら～（笑） 

 

お店が始まる前に、奈々ちゃん学校終わってから、みんなで焼肉やさんで、盛大に食事会をしたそうです。 

おいおいおい・・・聞いてないョ（笑） 

写真もＭＯＶＩＥも、送られてきてて パソコンなんでがっつり☆ ちゃんと、拝見できました！！ 

お肉食べてる奈々ちゃんがかわいかったです。さっそくフォトブックに保存しちゃった★ 

 

あのぅ・・・美紀姉ちゃん？ ８年の付きあいになる 一番の妹分のミオが、あれだけ「焼肉やさん」って所に 

行ってみたいって、昔からさんざん言ってたのに・・・ 

私より先に１６歳のななちゃんを連れてくとは、どうゆうことでしょうか？（笑） 

絶対美紀ちゃん、こう言うョ・・・ 「だって・・・ななちゃん、かわいいんだもん！！」って（笑） 

「みおも、（小さかった頃）可愛かったけど、奈々ちゃんはやばい。。。」って、いつも口グセで言ってます☆ 

 

でも、まさか お店の女の子たちと奈々ちゃんやヒロが、仲良くなるとは 夢にも思いませんでしたが、 

私を通して 仲良くなってくれるのはホントに嬉しいです。 これも、ママのおかげだなぁ・・・ 

見た目は少し 派手なキャバ嬢さんたちも数人いますが＊＊ みんな内面は、純粋でかわいくて素敵なお姉さんたちです・・・人

は見た目で判断しちゃいけません！！ 

いや、それでもミオの店は、品のある、落ち着いた、かつキュートな そんな最高の女の子たちが集まってると自負してます。 

まぁ、私はガールだし、２０歳だから他のお店なんて、まったく知らないんだけどね（笑） 

 

美紀姉ちゃんはお店の準備があるから １５時ぐらいでお店に行ったそうですが、みんなそれぞれ ファミレス行ったりカフェ行っ

たりしたみたい☆ 

アヤちゃんの報告によると、夕方ファミレスで、ななちゃんが泣いたそうです（笑） 

「みおちゃんにも、あんな美味しいお肉を食べさせてあげたかった。。。」って♪  

きゃわいい～～ 泣かせるぜ！  

 

ちょうどそのころ、みおは屋上の死角で、メロンパンとピザポテト一袋を 早朝のカラスさんみたいに、むさぼり食べてたんですが
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（笑）  それで病室帰ったら、「音の出ない」ジャンボシュークリーム３個と ハーゲンダッヅ！ 

奈々ちゃん、こんな私でごめんなさい・・・ 悪いところは治します・・・嫌いにならないで（笑） 

 

やっぱ、悪いことは出来ないもので・・・深夜、吐き気がやってきました。 

でも、しっかり準備しておいたから 完璧！！ ゴミ箱の袋と、もう一個、３重にしておいた袋で間にあった。 

やっぱり、みおの体内の臓器は怠けてやがる（笑） も～ぅ・・・ぜんぜん消化されてないじゃん！！！ 

 

よりによって１週間の楽しみの、土曜の夜の 大好きなパフュームちゃんの 

バラエティ番組観てるときに 吐き気がやってくるとは・・・ 時間配分間違えちゃったな♪  

昨日もおもしろかったです・・・みんな大好きだけど、あ～ちゃん超かわいい。やったぜ同い年！！ 

竹原さんって、面白い方なんですね・・・昔のテレビの怖いイメージが、みおの中にありました（笑） 

 

昔よく、接客の前は、食事に気をつけることとか 味の濃いもの、ニンニク料理は駄目だよって 

いつも私に言ってたのに♪ 大人はずるいなあ・・・ 

今度みおにも、焼肉弁当とか・・・差し入れ検討していただくこと、出来ませんかね？（笑） 

お肉いっぱい食べて、お店のほうも宜しくお願いしますョ！！ もっともっと、みんなの力で繁盛しましょ☆ 

不摂生なオーナーの娘でごめんなさい・・・ 

 

 

2009-05-30  ５月を振り返って。 

３８度台にも耐えられる 強い女の子になりましたが、さすがのミオも 一緒に頭痛に襲われると見事に完敗なのです。。。 

本の読みすぎなのか 字の書きすぎなのか・・・目がお疲れ。。。 

こんな夜は、久しぶりに「スクールウォーズ」を観て、青春時代を思い出して泣きましょう！！ 

イソップが倒れた所で止まってるんですけど・・・私も忙しい女だなぁ♪ な～んちって(笑） 

いやいや、ただの浮気性なだけです☆ お店の女の子が持ってきた 

「ずっとあなたが好きだった」（９２年 TBS) を、初めて観ましたが、も～う＊＊ 面白くて面白くて！！ 

 

あっ、佐野史郎さんが・・・(笑） 今のドラマ「アイシテル」では、めっちゃやさしいお父さんなのに♪ 

みお、川島海荷ちゃんも好きですが、佐野史郎さんの優しいパパぶりにも、一転 加害者家族には怒りを剥き出しにするトコ す

ごく引きこまれて 素敵です！ 

 

ていうか、布施博さんが若い＊＊ 加来千香子さん綺麗♪ これもまた、布施さんが社会人のラグビーチームのメンバーって設

定ですが、名ドラマに ラグビーは欠かせませんな(笑） 

スクールウォーズでは、番長の水原役で、めっちゃワルだった小沢仁志さんが あったかいお兄ちゃんの役でした。 

昔ラグビーマガジンか、ナンバーに 冗談で 「水原は 相当ラグビーに未練があって、８年後、このドラマでも楕円球を追いかけ

る。。。って書いてあった(笑） やっと意味がわかりました♪ 

「涙のキッス」 いいうたです♪ しかし、昔のドラマは面白いなあ！！ 今は有名な俳優ばっか集めすぎて 

役より前に、キャラが立ちすぎてるっていうか・・・ 

 

吉祥寺のｈａｔｃｈでバイトしてる由香里ちゃんへ。 

メガネの度が、もうかなり合いません（笑） 限界。。。今、右が７．５０ 左が４．００なんですけど 

ワンランク度数を上げて、任せるので作ってもらって、病院に送ってもらうことできないでしょうか？ 

なんなら、１２０００円のフレームでもいいョ。。。 でもあんま、いろんなオプション付けないで（笑） 

 

五月は少し辛かったです。あんま、いいことがなかった。 落ちこんでばっか。。。 

みずきの結婚式ぐらいだ。 まぁ、嬉しくもありましたが 少し寂しく、みずきが遠くに行ってしまうようで焼きもち焼きました。 

体重が２９，８キロになったのだ♪ とうとう２０キロ台突入（笑） 溶ける溶ける。。。みおさん無くなっちゃうョ（笑） 

ダイエットしたい人は、固形のごはんを食べなきゃ、簡単に痩せられますぞ♪ 

 

先週でいうと・・・・大ファンのボクシングの内藤選手の試合が テレビ見ててドキドキしました。 

心臓に悪いです（笑） よかったぁ・・・防衛出来て。 

いつも内藤選手の 応援してくれた人々に感謝の言葉がでてくるところ、ホントに素敵だなあって思った。 

「自分が自分が・・・」とか、「楽しんでくる」とか、最近そんなスポーツ選手ばっかだもん。 

高橋尚子さんと、内藤さんは 人間としても尊敬できる、立派な方だなあって思います。 

でも、みおから言わせれば、いい年した社会人が お二人ぐらいの受け答えできなきゃ プロ失格だと思うけどね。 

 

ヒロちゃんが ママから教えてもらった、あのヨーグルトケーキを作ってくれて お見舞いに来てくれました。 

うん、完璧！！ そうそう☆この味だョ！！ さすがヒロちゃん。。。 

ていうか、だれでも作れるぐらい手抜き簡単ケーキです。 でも美味しかったぁ。 

タッパーに入れて いくつも持ってきてくれました。下敷きの砕いたクラッカーにリッツを使うとこが、センスのいい 育ちのいいヒロ
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ちゃんです♪ 

みお、子供のとき、リッツは おやつの中でもレベル高くて、なかなか食べれなかったもん（笑） 

なんたって、バターの風味と厚さが、そこらへんのクラッカーとは違いますな。 

ママにも食べさせてあげたみたい。ヒロちゃんいつもありがとう！ 

 

「退院したら食べ歩きツアーだね！！」 って、ほのかちゃんが言いました。 

二人とも痩せてるガールだもんね。 食べなきゃ！ みお、ダンス教えてあげるからね～ 

お姉ちゃん昔、手を使わないでバク転出来たんだョ(笑） パフューム一緒に踊ろうね。 

でも、ほのちゃんには 私より先に退院してほしいと思いました。寂しい思いはさせたくありません・・・ 

 

 

2009-06-02  強いガールになりたいです☆ 

リハビリさぼってたから、ぜんぜん歩けなくなってました♪ 

足が前に出ない・・・体を支えられない・・・ 冬場、みおさんイジけて、ちょっと怠けすぎたぜ(笑） 

とにかく、自分が高熱なので季節感がまったくわからないのです・・・これは人生初の経験♪ 

みおが感じてる暑さと、お見舞いに来てくれる女の子たちの 体感温度がまったく違うの（笑） 

そんな今日は、３８．５度☆ この程度なら もう慣れた、がんばれる！！ 

 

筆談用のノートに書いた☆ 太陽と扇風機と、そうめんの絵も描いて＊＊ 

「こんなに暑いの、今年は異常気象だねぇ・・・これじゃあ ８月の真夏の暑さだよ～」 

みお、バカです・・・私は普通の人より、２～３度 体温が高いことを忘れてたぞ（笑） 

街のラーメン屋さんは、まだ冷やし中華やってないのかなぁ？ 

 

最近は屋上出るときも、必死な体勢で日傘をさしてます。 

ダンスやってたときは、あんなに真っ黒だったのにぃ！！ 中学生で日焼けサロンなんて行っちゃったもんね☆ 

ほのかちゃんが、「みおちゃん、どうして晴れてるのに傘さしてるの？」って、不思議な顔してました。 

それはねそれはね！美白ガールになりたいからです！！ 充分いまでも 蒼白い顔かな（笑） 

顔だけは不思議なもんで、痩せません。 こないだ裁縫してたら、先が丸くなってる待ち針をみて、 

自分にそっくりだなあ・・・・って思ってしまいました。。。  

 

体がかゆい。。。香水切れた・・・助けて！！ 美紀ちゃんお見舞い来たのに すっかり忘れてる(笑） 

体を拭いてくれてありがとう。。。助かった。 ありがとう。いつもすみません☆ 

お店のほうも絶好調みたいで、最近笑顔で上機嫌で、みおもうれしい。 経営者の大変さを感じます。 

ママはどうして、お店終わって みおと一緒に帰ってくれないんだろう・・・・って、昔よく 寂しく思ってましたが 

きっと閉店してからも、やまのように仕事が残ってたんだと 今ではわかります。 

私はああいう、数字と格闘するのは無理だなあ（笑）  

 

そんな事を思ってたら 今日（３日） お店の女の子が香水をプレゼントしてくれました！！ 

うん、すっごく いいにおい☆ でも、普通の女の子だったらデートの時とか使うような 高級な香水♪ 

いいのかな、私みたいなガキが使って・・・（笑） 

 

東野圭吾さんの「白夜行」 再放送やってますが、主人公の雪穂。嫌いじゃない・・・・ 

ほんの少し、共感できるような気がする（笑）  みおも相当屈折してると思うけど、あそこまでは悪女になれないな・・・ 

でもやっぱ、みおは「流星の絆」の静奈がだいすき☆ あくまでも小説版の静奈ちゃんです！！（笑） かっこよくて憧れてます。 

「当たり前でしょ、私を誰だと思ってるの！」 そんなことが言えるぐらいの、いい女になりたいです(笑） 

 

６月になれば思い出すこと。ヒロちゃんと４年前、高２の時、拉致被害者の家族会の皆さん 支援者の皆さんと 

私達は１日だけでしたが、霞ヶ関？で炎天下の中、座りこみをしたこと・・・ 

あれから４年もたつのに、何一つ進展してないことを、申し訳なく思います。そして、世の中には私よりも本当に苦しんでいる人が

いるということ。 

 

愛する家族と突然、引き離されて 行方すらわからなかった苦しみ、そして現在の苦しみを思うと 

みおも甘えず、しっかり生きてゆきたいと思いました。 

今年の GWだったか、渋谷で横田早紀江さんが 通り過ぎる若者に対して、 

「そうやって、自分には関係のないことだと通り過ぎていく人たち・・・それでいいんでしょうか？」 

あの強い言葉をテレビで聞いたとき、胸が痛かったです。 

「ありがとう！よろしくね。協力してね」って 昔、握手してくれた増元さんのことも忘れてない！！ 

 

１０年前、１９９９年。わたし１０歳、小学５年生♪ 楽しかったなあ・・・パパもママも元気だったし。 

でも、ここで負けなかったら、あのころ描いてた未来の理想の女性像に 少し近づける気がします。 
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いろんな人に恩返ししたいし、いろんな人を助けてあげたいです。 

逢いたい人が、いっぱいいるのさ(笑） 

 

 

2009-06-05  おばあちゃんさようなら。。。ありがとう☆ 

昨日の深夜、同じ病室のおばあちゃんが急に苦しんで、連れてゆかれて 今朝亡くなった。 

信じられない・・・あんなに元気だったのに！！ 

おばあちゃんは、みおが年末に入院した時から同じ病室で、1月の下旬に退院して 

また少し体調を崩して、３月の上旬から入院してて 

もちろんご高齢で病気だから、それなりに苦しまれてたと思うけど、いつも元気で 笑顔のおばあちゃんでした。 

 

そういえば、みおが入院してすぐ、夜中 何日か激痛に襲われて 我慢しつつも嘔吐してたら(笑） 

私のベッドに来てくれて、ナースコールで看護婦さんを呼んでくれたっけ。 

「我慢しちゃだめじゃない！ 声が出ないんだから もっとはっきり意思表示しなきゃだめよ。」って叱ってくれました＊＊ 

3 月に戻ってきたときは、「またよろしくね。あなた若いんだから、こんなところに長くいちゃだめよ」って(笑） 

 

毎朝、私は「おはよう」を言えないのに、私の所に来てくれて、体調を気遣ってくれました。 

いつも毎日 お孫さんや、ご家族 ご友人がお見舞いに来てて 少し羨ましかった(笑） 

ほのちゃんや奈々ちゃんと、みおが一緒にいると、「本当の姉妹みたいねぇ。。。」って♪ 

ショックです・・・いつか声が出たら、ありがとうございましたって ちゃんとお礼言いたかったのに・・・ 

どうして、、、 昨日の朝だって 元気に普通に、笑顔で話しかけてくれたじゃない？ 

 

おつかれさまでした。みお、おばあちゃんのこと忘れないよ。 

そういえば、いつも私は 筆談で文字を書いてるから 腕をマッサージしてくれたこともありました。 

優しくて、凛としてて タイプは違うけど亡くなったおばあちゃんを、いつも思い出した。 

 

ありがとう、おばあちゃん。ゆっくり休んでね。 

最後にご家族やお孫さんには逢えたのかな？ せめて、そうあってほしいと祈ってます。 

明日、ご家族の顔を見るのが辛いです。 

 

気がつけば、みおは病室で一番の古株（笑） 最年少にして、お局患者だぞ(笑） 

今日もほのかちゃんはやってきたけど、「おばあちゃんは元気になって退院してったよ」 と笑顔で伝えました。 

それでよかったと思います。小さい子に知らせる話じゃない・・・ 

他のおばあちゃんたちも、やっぱり落ちこんでいるように見える。 

私が元気だったら、盛りあげて笑わせるなんて、日常茶飯事で楽勝だったのになぁ(笑） 

 

帰ってきて、みおの声。。。 

今度は神様。。。女の子らしい、かわいくて高い声を希望します！！(笑） 

同じ 声は出なくても、ガッキーちゃんはヒロイン！ みおは入院６ヶ月目！体重２９、８キロ(笑） 

あ～あ・・・ せつないなあ。。。 

 

 

2009-06-06  おなかすいた～(笑） 

みお小さいときは、ママと買い物行くと、おやつをどんどん籠に入れちゃうような、そんなかわいいガールじゃありませんでした♪ 

野菜コーナーからまわって、「今日、何が食べたい？どうしよっか？」ってママの問いに 

「今日はみおがお手伝いして作るョ！！ ママは少し手伝ってくれるだけで ゆっくりしてていいョ＊＊ 

ママは何が食べたいですか？」 と、うまくうまくママをおだてて、気を緩ませて・・・(笑） 

 

最後の最後に、「ごはんまで時間あるから、お菓子なんか買っていこうョ！！ママもコーヒー飲みたいでしょ？ 

アイスかシュークリームが食べたいなぁ。。。」 

こんな感じで少し微笑むと、連戦連勝デス！！ 計算ずくで、かわいくないガールだなぁ(笑） 

 

懐かしい・・・鹿島のジャスコ。 パパとママと お休みの日３人で行った。 

私は小さかったので、パパとママに挟まれて、バンザイして手をつないでさ(笑） 

あれから１５年ぐらい経ってますが、思い出のお店は今も、同じ場所に建ってます。 

ヒロちゃんや奈々ちゃんたちと行っても、いつまでたっても胸がキュンとしました。 

 

そういえば元気な時 土曜日はいつも、ごはんのメニュー考えるのが面倒くさくて、 

餃子とかカレーとか、焼きそばとかお好み焼き、揚げ物とか・・・大皿の料理だったよなあ・・・ 

今日のみおなら、餃子を作ってあげたいです！！ 
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ていうか、ママや奈々ちゃんに食べさせてあげたいな。 いや、私が食べたい！！ 

 

ピザ、ホットドッグ、餃子 塩サケ そんなところが、今 退院したら食べてみたいの♪ 

甘いものは、毎日食べてるもんで(笑） 

いつまで、どろどろミキサー食ですか？ ミオもう、ふにゃふにゃだよ～ 

 

 

2009-06-07  無気力相撲に罰金だぁ！！ 

今日先生が珍しく病室にやってきて、 

「このままじゃ いつまでも歩けないままだよ。 なんか無いのかね。生きる張りあいっていうか、 

退院したあとにやってみたいこととか・・・」 

どうやら最近の無気力みおちゃん、 先生に報告がいってたみたいです。 

誰だぁ！！チクったのは（笑） そんな今日は３８，６度でした。 

熱い暑すぎる・・・ハワイで一人、石狩なべ食べてるような心境です。。。 

 

最近もう、おなかすきすぎたのと、だるいのと、体がかゆいのと とにかく負けそう＊＊ 

いろいろあるのさ、こっちだって（笑）  

みおの肝臓をはじめ、いろんな臓器は もう使い物にならないのだろうか・・・ 

やっぱ生まれたときの、超未熟児で黄疸が出て大変な手術したこととか、関係あるのかなあ。 

それともパパの遺伝？（笑） 

 

昨日、深夜のパフュームの番組で、あ～ちゃんがキャバ嬢に扮しててかわいかった（笑） 

「じゃあ、フルーツ入れていい？」って、あの時の小悪魔スマイル、やばいです。。。 

女のみおでも、イチコロだぞ（笑） 

でも実際は、あんな ツンツンした接客じゃないョ！！  

みおがあんな接客したら、美紀ちゃんにひっぱだかれるって（笑） 

 

ベッド横の、ミニーちゃんやキティちゃんも、弱気なみおを心配して、心なしか目がうるんでます（笑） 

アイスカフェオレが飲みたい！！ シュークリーム あと１個。奈々ちゃんきたら あげようっと。。。 

 

 

2009-06-11  ♪～あなたは右に、わたしは左に・・・振り向いたら負けよ(笑） 

お義父さんからメールで、ミオの入院代 美紀ちゃんが かなりの額を貸してくれたと聞いて、 

そんなこと少しも言ってなかったから びっくりしました。 

ホントにいつもすみません・・・ ありがとう☆ 退院したら 一生懸命働いて、少しずつでも返さなきゃ！！ 

 

美紀ちゃんは同居してたおばあちゃんを、みおが働いてた介護施設に預けたときも 

一括でキャッシュで(笑） 払ってくれたから すごい人です。 さすが銀座出身☆ 

あの時の入居金、全額返金 できなくてごめんね。 

でも、結婚費用の為とかで貯めてたんじゃないのかなぁ・・・ ごめんなさい。 

 

そしたらメールで、「ミオには小さい時から、さんざん苦労かけたから、ほんのお詫びだよ」だって(笑） 

キャ～ 泣かせるぜ(笑） 昔よく、ひっぱだかれたもんなぁ♪ 

朝早くから埠頭で一人で踊って、ダンススクールのレッスン帰りで、みおさんクタクタで眠かったのにさ(笑） 

 

ということで最近 内職を始めた！！ みおもしっかりしなきゃ！！ ３８度５分なんて もう平熱です(笑） 

入院してる、声の出ない私でも出来る仕事は無いかなあ・・・って思ってて 見つけました！！ 

 

宛名書きのアルバイト。 住所録に従って、封筒や葉書に住所と名前を書いてゆくお仕事。 

私、字書くの苦手なんですが・・・ 

腕痛い・・・手首痛い(笑） 一枚５円だから、一日１００枚書いて、一ヶ月、１５０００円稼ぐのが目標です♪ 

 

お金を稼ぐって大変なんだなあ・・・  お小遣い代ぐらい自分で稼がなきゃね。 

食事制限無い ほのかちゃんに 病院の売店でお菓子買ってあげたいのです(笑） 

そろそろ貯金も無くなるころ・・・  

 

今の私には、これ位しか出来る仕事無いから、現実に負けずにがんばりたいです。 

ホステスの時給を知ってるミオは、昔の私の金銭感覚が狂ってたこと 思い知らされて 反省してます(笑） 

 

由香里ちゃんが、メガネを作ってくれて送ってくれた。 
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ありがとう☆ 完璧です！！ 世界が明るくなったよ～ 

１２０００円のやつだから、めっちゃかっこいい！！ 由香里の成績に貢献できたらいいな。 

定額給付金で 眼鏡を買いました。 麻生さんありがとう☆ ファイト！！ 

 

「なにさ、お姉ちゃんだけ いつもいい子ぶって！！ やりたいことあったらやればいいじゃん。」 

あのせりふ良かったなあ・・・ まるで去年の私に言われてるみたいで、胸が痛かったです(笑） 

 

７年前の今頃は、ワールドカップで みおの街は凄い人だった。 毎日がお祭りみたいだったもん！！ 

かっこいい外国人の方々が、いっぱいいたなあ(笑） 

ダンススクールの友達と一緒に、サッカー場までガイドしてあげました！！ みおの英語が通じたぜ♪ 

そっか・・・あのころはまだ、私ダンスやってたんだぁ・・・  

やめなきゃ良かったなあ(笑） いいトコまでいったんだけどなぁ・・・ 後悔してます。。。 

もし続けてたら、今頃アムロちゃんや、あさ美ちゃんに逢えてたかも(笑） キャ～ 興奮するよぉ！！ 

 

コニー・タルボットちゃん、かわいすぎです。 ＣＤ買ってきてもらおうかな。 

みおテレビ見てて、あまりのかわいさに、とろけそうになりました。。。 

 

 

2009-06-13  ♪～ケンカをやめて、２人を止めて・・・私のために 争わないで～（笑） 

ケッ！ いやな女。 こういう女はミオの友達にはいません（笑） 

「爆笑問題」のおふたり （特に太田さん・・・笑） が、いつも、この曲が流れるとラジオで、 

「これ男心をもてあそんで、最低最悪の女だよな・・・」って言います（笑） 同感デス！！ 

 

でもでも、ケンカしたってわけじゃないんだろうけど、昨日ななちゃんが 夕方 病院にお見舞いに来てくれて 

めずらしく落ちこんだ表情で、 「ヒロちゃんに怒られちゃった・・・」って♪ 

 

おととい、ママが奈々ちゃんと２人の時に、「ななちゃん、病院に連れてって！！」って筆談で頼んだみたいで 

やさしいやさしい みおの２０００倍かわいい奈々ちゃんは（笑）、３Ｆからママを抱きかかえてか、おんぶして 階段を降りて 

タクシーを使って、みおの病院に来てくれました。 

ヒロちゃん、デニーズでメールで連絡受けて、あわてて車でやってきてさ♪ 

 

「もし怪我したらどうするの！ 奈々ちゃんのお母さんにどう説明するの？ みおのお母さん これ以上 

怪我するようなことがあったら大変なことになるんだよ！」 

って、初めて奈々ちゃんにお説教をしちゃったみたいです（笑） 

まあ、一緒に住んでるんだから 当然そういうのが必要な時もあるかな。 

 

でも、もとはといえば、ママの無理な頼みを 奈々ちゃんが聞いてくれたんだし、 

いくら運動部のななちんでも、あの３Ｆの部屋から ママを階段で降ろすことが、どれだけ大変なことか・・・ 

 

みおも去年 何度も恐怖を味わって（笑） 体力的にも限界を感じたので 

奈々ちゃんの優しさを、ほめてあげたいなって思いました。 

私がいつまでも、入院してるから こんなことになるんだしね☆ 

 

みおは笑顔で、ななちゃん 「ぎゅっ＊」と抱きしめる！！  

ヒロから、お姉ちゃんの座を取り返す 最高のチャンスだぁ。。。（笑） 

 

でも昨日は、ヒロが奈々ちゃんを迎えに来て、仲直りで一緒に焼肉食べたみたい！！ 

おいおい、またミオ抜きで焼肉かョ。。。（笑） 

お二人から、仲直りのメールと ほっぺたをくっつけあってる写真が送られてきました！！ 

仲良くふたりで暮らさなきゃ、ダメだよ～  

負けたぜ・・・ヒロちゃんに負けたョ♪ 

 

そしてまた、みおは病院にひとり（笑） アイアム、ロンリーガールなのさ☆☆ 

 

 

2009-06-13  もうだめだ☆ 

早くいっぱい お金を稼げる仕事を探さなきゃ。 

声が出ない私でもできる仕事・・・今は宛名書き、でもそれだけじゃ生活できないから 

翻訳とか・・・・(笑） 校正とか・・・ 

金銭的にはもちろん、もう迷惑かけるわけにいかないし、遠いところに逃げてしまいたい。。。 
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なんか、みおは生きてる意味がないように思うのです。ただ病院で、ベッドの上にいるだけ。 

リハビリも、足が動かないしさ。 

ごはんも食べれない、どろどろごはんだけ＊＊お風呂にも入れない、 

おまけに声も出ないし、がりがりだし。 まさか自分が３０キロを切るなんて夢にも思わなかったよ。 

去年の今頃だって、３７キロはあったのに。 

 

先生が手術しないと治らないっていいやがった。 今さらなんだよ！ 訴えるぞ(笑） 

みおを薬漬けにしやがって！！ 

２００９年を、２０歳の青春を返してください。 

絶対ここで手術したら、殺されるョ・・・ 

パパ、たすけて～～  声の出ない女の子なんて、生きてゆけるわけないじゃん。 

 

 

2009-06-14  １１年前のダンシング＊ガール♪ 

１９９８年は、今年と曜日が一緒なんですが、１１年前の今日 １９９８年６月１４日は、大切な記念日！！ 

みお、９才。小学校４年生♪ 人生初仕事です☆ しかも自分の実力で勝ち取った（笑） 

 

ダンススクールがあった街の、Ｊリーグチームのイベントで、ステージで踊ったり 

マスコットと一緒に踊ったり、超楽しかったなあ・・・ 

ダンスを始めたのは小２だから、まるまる２年間、基礎から徹底的に叩きこまれて やっと形になってきたころ 

初めて挑戦したオーディションで、見事勝ちました♪ 

ダンスは厳しい世界！ 体育会系だもん。チャラチャラしてないよ（笑） 

 

パパもママも観に来てくれた！ 写真もビデオ映像もいっぱい残ってます！ 

いやぁ～ 今よりはるかに、みお可愛かったなぁ・・・（笑） なんたって輝きが違います♪ 

その後イベントで、日本青年館のステージに立てたのも嬉しかったけど、緊張のドキドキ感はもちろん・・・ 

なぜかあの日のほうが、今でも鮮明に覚えてる。不思議です♪ 

 

「勝つことのみが善である」・・・・みお、最初に勝っちゃったからなあ（笑）  

運を使い果たして、中２の一番の勝負のトコで 負けちゃったぜ♪ ラスト８まで残ったんだけど・・・ 

あそこでもし勝ってたら、１８０度違う人生が切り開けてたかもしれません（笑） 

まあ、人生ってそんなもんなのかな・・・ 

 

しかし私も、高校生の時 お店のお客さんの紹介で ヒロちゃんと 大宮アルディージャのキャンギャルの 

短期アルバイトやったり。。。すみません、あなた どこの産まれでしたっけ？（笑） 

地元を裏切るのも、みおちゃん いいかげんにしなさいョ！！ 

鹿島アントラーズさんごめんなさい。 モチのロンで、一番好きなのはアントラーズです！！ 

 

あの日のことはよく覚えてます。 

１９９８年、フランスワールドカップの初戦、アルゼンチン戦だったから イベントのお客さんも 

日本代表のユニフォーム着てる方々も 大勢いらっしゃって、夜 パパとママと食事に行った 

すかいらーくだったか、ガストに大型スクリーンがあって、「ここで観てくか・・・」って（笑） 

確か、０－１ 中田選手が金髪だったの覚えてる！！ ロペス？イハラ？ サッカー詳しくないんだよなあ（笑） 

 

９８年、やばいぐらい幸せでした。 やっぱ私は、子供のうちに あまりにも恵まれすぎてたのかもしれません。 

名前はわかんないけど、チームのコーチの人や 選手の人に 「おねえちゃん かわいいね いくつ？」 

とか、「ダンス上手だったよ！」って言ってもらえて、とても嬉しかったです。 

みお、ベイスターズの権藤監督にも褒められたしね！ やっぱかわいかったのかな？（笑） 

 

昔の思い出と過去ばかり、振り返ってる女。 今日は３８，７度・・・ だるい、熱い。。。 

「振り向くな、振り向くな・・・後ろには夢がない。」・・・・いや、みおには過去しか夢がないのさ！！ 

 

「～愛する人よ、時々でいいから・・・後ろを振り向いてみて～」  

・・・・憧れのあの女の子は、前ばかり見ているョ（笑） 

花＊花の「さよなら大好きな人」は名盤だと思いますが、カップリングの「愛する人よ」が好きです。 

アルバムも大ヒットの「２ＳＯＵＬＳ」よりは、２枚目の「ＳＰＩＣＥ」の方が、秋の寂しさにあふれてて 大好き☆ 

 

あとアムロちゃんの初期の「パラダイス・トレイン」のカップリングの「悲しきブロークン・ボーイ」が 

夏の終わりの切なさと、初恋と、大人になる寸前の寂しさに溢れてて、やばいです☆ 
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今のかっこよすぎるアムロちゃんじゃ、歌ってはくれないよなあ・・・（笑） 

９６年、８月の千葉マリンスタジアムコンサート。 楽しかった。。。忘れられません！ 

 

 

2009-06-20  父の日ありがとう☆ 

明日は父の日！ パパいつも 見守ってくれてありがとう☆ もうちょっと、みおの夢に出てきてください。 

宛名書きのバイト始めたから、出演料まかせてね♪  

お父さん、いつもママを看てくれてありがとうございます。お仕事も毎日おつかれさまです。 

ななちゃんと、ヒロちゃんがお邪魔すると思いますが・・・ヒロは大人だから、もう大丈夫だけど（笑） 

ななちゃんのこと、どうか よろしくお願いします。 

 

今日朝から、プリンセスプリンセスの「パパ」（歌詞） を ラジオで３回も聴いたぞ！！ 

おいおい☆ みおを泣かせるなョ。。。 きっと 今日明日は ヘビーローテーションなんでしょうね♪  

２００７年の父の日に、東京のみおに 父の日にヒロちゃんから この曲がＭＤに録音されて 

素敵なメッセージと一緒に送られたときの衝撃は、今でもはっきり覚えてます。 

 

普段パパ パパ言ってるミオですが、この曲それまで知らなかったもんね。 

やっぱ、持つべきものは友ですな☆ ありがとうヒロちゃん♪  みおの泣くツボを よく心得てる女！ 

結婚なんてものが、いつかもし できるのなら、この曲でお父さんを泣かせるぞ（笑） 

 

ていうか、「この曲 結婚式で流すの反則だよ～ みんな泣いちゃうって。。。。」 

と、ウェディングプランナーになった ダンススクール時代の友達が言ってました。 

私たちのユニット ４人チーム☆ 

さやかはバリバリのダンサー あとの２人は、ウェディングプランナーと イタリアンの料理人の、修行に入ってがんばってま

す！！ 

みおも歌なんか歌って、真ん中で輝いてたんだけど・・・・今じゃ情けない（笑） しっかりしなきゃな。 

 

上半期、病院で過ごしてしまいました。これから暑くなるのが怖いです。 

元気になりたい。喋りたい・・・そんな２０歳、今年も父の日がやってきた。。。 

 

 

2009-06-23  みおちゃんピンチです・・・ 

すいか食べたい！！ 夏祭り行きたい。浴衣着たい、退院したい(笑） 

ななちゃんが昔、一緒に遊んだ時、「スイカメロンバー」で、ホントはメロン味が食べたいのに、 

みおのまねをして(笑） いつもすいか味を 一緒に食べてたことを思い出した。 

かわいいぜ。ななちゃん☆☆ １０年たっても、あのころのままの可愛さです！ 

 

日曜の夜に、ななちゃんがきて、ケイタイのママの写真を見せられてびっくりした・・・ 

なにこれ、スポーツ刈りじゃん！！ ママの体が動かないことをいいことに、ヘルパーが勝手に切ったそうです。 

おいおい、ちょっと連れて来いよ！ ぶん殴ってやる(笑） 

ななちゃん 涙いっぱい溜めて。。。悔しそうに話してくれました。 

だめだよ。クビだよ！ お父さんお見舞いに来てください。 ヘルパー交代して 会社もチェンジだ。 

 

冷やっこ、誰の差し入れが一番美味しいかというと・・・お店のホステスのあやちゃんが一番美味しい！！ 

あれはすごい♪ 「波乗りジョニー」っていう、少し高級なお豆腐なんだってさ☆ 

大豆の味がしました・・・感動デス。。。  でもみんな、気持ちこもってて美味しいョ！！ 

 

私はというと、昨日の夜中、急におなかが激痛で トイレに急いだんだけど、歩けないから  

途中でコケて、おもらしをしてしまいました・・・  みお、おねしょだって、小１で止まったのに・・・(笑） 

もうやだ。死にたい。生きていたくない・・・ 屈辱。。。  

こんなんだったら、１２月の２８日のあの時に死んでればよかったと思うのです。 

お尻のゆるい。。。みおちゃん(笑） な～んて、笑い事じゃ済まないよ～ 助けて・・・ 

 

よかったぁ・・・真夜中で。 ほのちゃん、そばにいなくて。嫌われちゃうよ。。。 

一応まだ、カワイイ憧れのお姉さんだと、思うのです(笑）  

病院を出たら、ミオなんて足元にも及ばない 綺麗な女の子ばっかだけどね。 

この病院内では、ミオが、ミス茨城だあ！！ うわぁ・・・レベル低いなあ(笑） 

 

香水に溺れるわたしです。 切らすの恐怖です。 お店の女の子のみなさん。香水と冷やっこをお願いします♪ 
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ダンスやってたころはステージで踊って、みんなに拍手してもらってさぁ♪  

お店でも NO２のホステスだったミオが 

数年後、こんなことになるなんて。。。 人生はやっぱ不平等だよなあ・・・ 

わたし、現実から１度だって、逃げずに１０代を生きたつもりですョ！！  

あっ嘘。。。あんま、中学校行かなかった(笑） 卒業式の日、家で寝てた♪ 

高校の卒業式は、告白の日♪ キャ～！！ わが人生で忘れられない日です。 

１９９８年とはいいませんから、２００６年に戻りたい・・・  

 

半年入院しても、内視鏡検査だけは怖い(笑） じゅうぶん、みおには痛いって！！ 

体がカユイのです。。。。絶対、私の体にダニがいるって(笑） 

も～う・・・ からだ真っ赤。カサブタだらけ・・・  

 

♪～真っ赤なお鼻の、トナカイさんは いつもみんなの、笑いもの・・・ 

   でも、その年の クリスマスの日。サンタのおじさんは、いいました～ 

 

アルコールで体拭かないと 除菌になんないんだろうけど、 

ヒロちゃん痛いって♪ しみるのよ～ まさか君に泣かされるとは思わなかったぞ(笑） 

 

ピロリ菌、みおの胃にもいるんだョ！！ 昨日の「おもいっきりドン」観てて面白かった。。。。 

あの年末の腹痛の原因は、おそらくコイツです(笑）  

なんなんだよ。わたしの２０歳。 暴発するョ(笑） 

 

 

2009-06-27  さよなら ２０歳の６月さん♪ 

きのうは、病室に蚊が、ぶんぶん。。。耳元を飛んで、なかなか眠れませんでした。 

田舎だから、虫いっぱいで、夏は怖いです＊＊ 

去年は、ななちゃんと２人で ごはんの準備してたら 大きな蛾に襲われたよなぁ・・・ 

まさか、この病院、ネズミなんて出ないよねぇ？ 

みお、気絶しちゃうよぉ。。。 

 

海の近くに住む女の子から、ネズミ捕りの話 聞いたときはホント怖かったです。 

これだから、田舎はいやだよ(笑） でも、ミッキーとミニーちゃんは、だぁ～いすき♪ 

ねずみさん、お互い生きてくの大変ですけど、なるべく逢わないようにしましょうね。 

 

５０キロの体重をとるか ３０キロをとるかと言われれば、みおはやっぱり ３０をとる！！ 

それぐらい、太るの怖い！！ 

ダンススクール時代の、中２の あの完璧な体型を維持したいです。 

かなり、やせちゃってるけどさ。 

 

菅平の夏合宿、あんなに辛かったのに、今ではいい思い出です。 

コブクロさんの PVが、菅平なんだって。 

 

ラグビーの街、菅平！！ ケイオーラグビー目指せ日本一♪ 

そしてわが母校、花園の夢を叶えてほしいです。 

 

 

2009-06-28  小さな恋のメロディ。。。♪ 

ほのかちゃんが恋をした・・・・ 

好きな人が、できたんだね。 どんどんかわいくなってく ほのちゃんが、みおは好き♪ 

お相手は、同じ子供病棟の・・・こうたくん。 こうたくんて、あの繊細そうで・・・中村俊輔選手みたいな髪型してる子でしょ？（笑）  

２回ほど一緒に、トランプしました。 

 

でもさでもさ♪ 確か小１の男の子。 １コ下じゃん！ お姉ちゃんだね～  

少し、ほかの元気な男の子たちとは 距離を少し置いてるような・・・クールなイメージがあります。 

でも、仲間はずれにされてるわけじゃなくて、ちゃんとキッズの間の信頼関係はあって、慕われてて・・・ 

 

そんな姿に、ほのちゃんったら 母性本能を刺激されちゃったかな？（笑） 

みおも屋上で何回か、切なそうに空や、目の前の景色を眺めてる こうた君に  「おっ・・・渋いなあ！！」って思いました（笑）  

 

昨日の夜、「どうしたらいいかな？」って、少し照れた笑顔でやってきた ほのちゃん。 
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誕生日が近いみたいだから、お手紙書いたり、なんか手作りで作ってあげたら・・・とアドバイスしました。 

ノートに筆談で一枚一枚、絵を添えて 「屋上デートは？」とか、「ママにケーキ作ってもらうのはどう？」 

「強引にチューしちゃうとか・・・」 「勉強おしえてあげるのは？」 

おいおい、ほのちゃん☆ 早く答え出してくれないと、みお腕が痛いよ～（笑） 

なんなら私、トートバッグでも作ってあげようかしら？ 針仕事得意なもので・・・（笑） 家庭科５とったもんね。 

余計なおせっかいだよ！ってヒロちゃんに怒られそうだ（笑） りんごのように、照れて顔が真っ赤な、ほのちゃんなのでした☆  

古き良き日本の伝統を大切にしながら 自分らしさも忘れない、今どきのナウいガールになってください＊＊ 

 

その若さで２０歳のミオに恋の相談をするとは・・・将来有望です。今からａｉｋｏちゃんの曲を覚えて、恋愛のプロになってね。  

私より先に 彼氏が出来たらどうしよう・・・（笑） ８歳のガールに負けちゃったらさぁ★★ 

手紙がきっといいョ！！ 「看護婦さんに、お誕生日会を頼んでみる！」って言ってました♪ 

アクティブで、すばらしい女の子です・・・みお８歳のときは、なにやってたっけ？ 

ちょうどダンスを始めて・・・パパに恋してました（笑） 逆プロポーズしました♪ ママごめんなさい。。。 

 

１００Ｍの日本記録保持者、福島千里選手、すっごくキレイ♪ かわいい～ 

そういえば、みずきも 陸上部で１００メートル 超早かった！！ １２秒０８だったかな？ 

「日本記録と、１秒ぐらいしか違わないじゃん！！」って、驚いたこと、よく覚えてます（笑） 

ラグビー部のマネージャーの雑務をしながら、遠くのほうで 淡々とひたすら 走り続ける姿かっこよかったなぁ 

あのクラウチングスタートの時に、足を固定するやつが かっこいいよね（笑） 

みずきに何回 胸きゅんしたことでしょう♪ 

 

私は長距離の方が得意だから、小学生の時はリレーの選手でしたが、その後は短距離とかだめで・・・・ 

でもよく、食堂の日替わり定食 買ったほうがおごる。。。って、廊下ダッシュで、勝負してたよね☆みずき（笑） 

モチのロンで、連戦連敗のみおさんでした・・・って、あったり前じゃん。 勝てる訳ないよ。 

 

ディズニーランドのダンサーは無理でも、ジャイアンツとかベイスターズの ラッキーセブンの前とか 

勝利すると出てきて 一緒に踊るダンサーになりたかったなぁ・・・ 

仁志選手に逢いたかった（笑） 現役生活お疲れさまでした！！  

 

ななちゃん バスケ部レギュラー固定です！！ さすがだ。 さすが、みおの従妹♪ 

いや、おばさんとおじさんの娘です（笑）  

すっかり都会の女の子から、茨城の、潮が似合う女の子に変身させちゃった☆ 

ななちゃん、みおを恨まないでね（笑） いつか試合、応援いける日を楽しみにしてます！！ 

背番号は何番つけるんだろう・・・「３０」が、かっこいいと思うョ！！ 

＜３・・・み ０・・・お＞  な～んて、イケてない ダサいお姉ちゃんでごめんなさい・・・ 

そのうち、みおちゃんとは一緒に歩きたくない！！な～んて、言われちゃったりして（笑） 

 

 

2009-07-01  ６月の宛名書き、９２４枚書いたョ♪ 

目標は３０００枚だったので、大幅ダウンです(笑） だって腕が痛いんだもん。 

１枚５円だから、５千円いかないのか・・・ え～～ 大汗かきながら、あんなにがんばったのにぃ！！ 

「しまむら」で、おまかせで買ってきてもらおうっと☆☆ 

 

下半期のスタートなのに、きのうは３８，９度だしさ♪ まいっちゃうョ。。。(笑） 

シーツが汗で、びしょびしょです☆  他人が見たら、ぜったい おねしょを疑われます。 

みお、先週 不意な激痛の腹痛から おもらしはしましたが、おねしょは小１以来してませんって。。。 

自分ひとりで がんばって替えます！！  

入院７か月目のベテランだから、シーツぐらい自分で替えなきゃね＊＊  

 

ほのかちゃんが、いくつか最終検査をして、１２日の日曜日に退院することが ほぼ決定したそうです。 

よかったね。これで２学期から学校に行けるね。 

でも、こうた君とは、しばらくお別れだね(笑） お誕生日会と送別会が一緒になっちゃった。 

ほのちゃん これはもう・・・告白するしかないでしょ！！ 勇気を出せば、きっとバラ色の未来が待ってるョ♪ 

しかし、寂しくなるなあ・・・ わたし、泣いちゃうかも☆ 

もう、「みおちゃん 屋上遊びに行こう！」って、あのハスキーボイスも聞けなくなるんだ。。。(笑） 

 

まあ、映画のセカチューみたいに、大人になってからも、「病院で出会った、きれいな(笑）お姉さん」って、記憶してくれてたら  そ

れだけでＨＡＰＰＹです。 

そのままの、ほのちゃんで 元気で明るい、いつもニコニコ、やんちゃなガールでいてください。 
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私はいつになったら、ここから出られるのかな♪  

紅白歌合戦は、おうちで観たいよ～(笑） ななちゃんと、福袋一緒に買いに行きたい！！ 

 

ママは、こないだの髪を 勝手に切られた一件で、新しいヘルパーさんを怖がってしまって 今、おうちのなか大変みたいです。 

そりゃ・・・そうなるのも無理ないなって思う気持ちもあるし、お義父さんの苦労を思うと、申し訳なくて胸が痛い。 

私のことなんて放っておいてくれて、とっとと退院させてくれればいいのに・・・ 

どうせ、薬漬けにされるだけなんだからさ♪ 

 

フィギュアの選手は、みなさんかわいくて好きですが、安藤美姫ちゃんが その中でも大好き！！ 

みおと、いろんなトコで、同じにおいがする(笑） 本人にしかわからない、この感覚・・・ 

でも、ふくだみおと、あさだまおちゃん。 語感だけ似てるなぁ・・・(笑） やったぁ 超うれしい★ 

 

体重２９キロ。薄くなったミオちゃん♪ 病院の自動販売機の後ろと壁の隙間に、ピタッって入れたョ！！ 

熱い熱い、ジュースはあんなに冷たいのに、機械の背中はあんなに熱いんですね。 

ヒロちゃんに、「感電するよ！もうやらないでよ！」って、本気で怒られた・・・(笑） 

 

 

2009-07-03  みおちゃん、コケてばっか♪ 

今週はなんだか高熱で、ぼお～っとしたまま、週が終わろうとしてます(笑） 

いいのかなぁ？ こんなんで♪ 

そういえば、年末に入院してから、靴下というものを履いてません！ あと、屋上やトイレ行くときはビーチサンダルだし、リハビリ

の時はスニーカーだし・・・・女の子らしい、カワイイ靴が履きたいな＊＊ 

前はヒールのすごく高い靴 履いて、ブイブイ(笑） 言わせてたんだけど☆ 

表現や使う言葉が８０年代っぽいって、よく お店の女の子やヒロちゃんに笑われます。 

ホントにわたし、１９８９年２月１日うまれ。 なんたって平成ガールなんだって！！ 

 

ほのかちゃんは、退院が間近になって、笑顔でルンルンです♪ 少しぐらい寂しがってよ～(笑） 

みおと、ほのちゃん お別れするんだよ～  まあ、お祝い事だから、それでいいのかな。 

前は見学ばかりだったという体育も、みんなと一緒に出来たらいいね。 

あの屋上の走りっぷりなら、もう だいじょぶでしょう！  うらやましいです。 

 

実家のお店は、あまりにも大繁盛だそうで、美紀姉ちゃんより、「２店舗目とか、どう思う？」って聞かれた。 

そうすれば、ベテランの女の子たちも仕事の幅が広がるし、収入も増えるし・・・って。 

いいじゃんいいじゃん！！ やろうよやろうよ☆ ママもきっと、喜ぶと思うなあ・・・ 

あと、みおが退院してからの、仕事の場所を確保してください(笑） 

声がまったく出ないんだから ほかじゃ雇ってくれないしだろうし、 どんな下仕事でも 汚れ仕事でもやります。 

そのうち、茨城県内の巨大キャバクラチェーンとか、なったりして(笑） 

でも、けっこうみんな、慎重意見みたいです。「美紀、それはやばいよ。」「１店舗だからこれだけ集中して 売り上げもいいんだよ」… 

 

そっか・・・そうだよなぁ・・・ でも私はチャレンジするのもいいと思うけどな。 

いつまでも１店舗じゃ、どうしても仕事も限られてくるし、 女の子にはみんな、お金持ちになってほしいです(笑） 

でも、「品のある・・・」でお願いします(笑） それだけは約束ョ！！ 

 

月曜日の薬の量が多すぎるんだって。 なんか今週、ず～っと眠かったもん！ 

最近は階段でリハビリしてる。 なんか、リハビリルーム むかつく(笑） あんま効果なさそうだし・・・ 

独自メニューでやらせてもらいます(笑） みお、ラグビー部のマネージャーだよ～ ダンス経験ありョ♪ 

なめんなって(笑） でも、怖い。。。足がなかなか前に出ません。  

昇るのは時間かけて手すりつかまって出来たけど 降りるのが怖かったです。 

あ～ぁ・・・情けない。 これでもフルマラソン 完走者なのに！！ 

 

今日も疲れました。おやすみなさい(笑） 

 

 

2009-07-05  夏なのに。。。 

去年のプランだと、今年の夏は鹿嶋か大洗の海で、海の家のバイトしてるはずだったんだけどな♪ 

海は遠い・・・こんなに近いのに（笑） 目の前なのに、屋上から見るだけだ。 

私やきとりは、モチのロンで★ 串料理得意なんだよぉ。。。 ラーメンだって、麺きり（？）出来ます！！ 

でもなんで、真夏なのにラーメン食べる人多いんだろう・・・・ 

そうだよ美紀姉ちゃん！２店舗目もいいけど、来年の夏は海の家をＯＰＥＮしようよ！！ 

いろいろ その筋の人（笑）と、話つけなきゃいけないのかなあ・・・ 
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潮のにおいがプンプンします。髪の毛ベタベタです。。。 

ほのちゃんも、次に、この匂いを感じるときは ご家族と海水浴に、そしてデートで海に来てほしいです。 

いつでも海は、ほのちゃんを待ってるョ！！  

ラスト７ＤＡＹＳ 病院で一緒になにして遊ぼうか？ 思い出たくさん作ってあげたいな。 

一緒に病院脱走して、探検ごっこする？（笑）  だめだ、私が先にリタイヤしちゃう・・・ 

 

 

2009-07-09  小さな織り姫ちゃん☆ 

ほのかちゃん主催の、子供病棟のこうたくんの誕生日会プラス、ほのちゃんの退院を祝う会に、 

主催者推薦枠で☆ なぜかお店の女の子と２人で(笑） 参加しました！！ 

ケーキは、ほのちゃんのママが作って、食べられない子供達もいたけど、みんなが楽しめるように食事やお菓子も考えられてて、

すごく感動しました。 そこに愛は確かにあったの♪ 

 

子供病棟のみんな 楽しみにしてたみたいだから 今日だけは・・・ってことで  

先生が食事制限を外してくれた子供達もいたみたい。 

いやいや、先生 粋なはからいじゃないですか？（笑） なんで、みおには そうゆうことしてくれないのョ！！ 

ていうか、ケーキ食べたけどね。ポテトも☆ じゃがいも大好きなんです。しょうがないじゃん。 

私の目の前に、美味しそうな食べ物があるのが悪い・・・って、ダイエット中のガールみたい(笑） 

クリスマスケーキ以来のケーキでした。 半年ぶり☆ うれしかった・・・ 

 

その前夜は、夜は就寝時間まで ほのかちゃんと作戦会議♪ 

ラブレターの文面チェックから・・・告白のタイミング。言葉の選び方まで・・・ 

おいおいミオちゃん＊＊ 卒業式に告白失敗したくせに、恋愛のプロみたいな顔しちゃいけませんよ～（笑） 

 

会も進んで、ひと段落ついたころに、ほのちゃんの背中を押して ＜今だよ。ほのちゃん！＞って 

２人で目で会話した。 みおは声が出ない分、目に力があるのです(笑） 

わたし、妹を見守る お姉さんの気持ちになりました☆ 

 

「こうたくん、お手紙書いたんだけど、あとで病室で読んでくれる？」  「うん。。。ありがとう・・・」 

「今まで遊んでくれて、ほのに優しくしてくれてありがとね☆」  「うん、退院しても元気でね、ほのちゃん。」 

両方のお母さんも、ほのかちゃんの思いに気づいたみたいです。 私と目が合って、軽く微笑みあいました！ 

変な入れ知恵して、すみません・・・・  

 

会が終わったら、屋上に誘い出して告白するプランだったのに、すっかり ほのちゃん忘れてる（笑） 

緊張したのか・・・汗をいっぱいかきながら、みおに抱きついてきてくれて めっちゃ可愛かったです。 

「ドッキドキしたよ～」って♪  かわいすぎて、誘拐しちゃうぞ～  

 

どうも先週から、慣れてるから大丈夫だけど、高熱が続いて だるいのだ♪ 

七夕の日、私を支えてくれる、優しくしてくれる人たち、憧れの人たち  

家族、親戚、そして ２０年間で出会った人・・・・ そんなみんなの健康を祈りました。 

今年の年明け １月４日に書いたエントリー  あの皆さんの幸せと健康を願ってます。 

 

病気で苦しんだのが、私でよかったと 心から思います。 

頭痛はいりませんが、熱と腹痛なら みおがすべて、受けとめましょう！！（笑） 

今日も３８．６度だから、これ以上増えたら さすがにやばいのかな☆ 

♪～木枯らしが吹く夜は、私のベッドにおいでよ・・・捨て場のない涙なら、この胸受けとめよう・・・ （ジャングルスマイル 「白い

恋人」 ・・・９９年） 

キャ～！！ 郁乃ちゃん セクシーな歌詞です☆ 小学生だったミオには刺激強すぎ(笑） 

ジャンスマの中性的な、私があなたを守る！みたいな歌詞のスタイルが大好きです。 

 

ほのかちゃん、退院おめでとう・・・日曜日まで一緒に、いっぱい遊ぼうね。 

そういえば、映画の「世界の中心で愛をさけぶ」に照らし合わせるならば、みおが長沢まさみちゃんで、 

ほのちゃんが、柴咲コウさんということになります(笑）  

みお一度だけ、ホステスの時の写真が 柴咲さんに似てると言われたことが・・・(笑） あれは自慢だなぁ☆ 

 

あ～あ 気持ち悪い。だるい・・・熱い。。。でも、おなかすいた（笑） 上半身が痛くて、鉛のような重さです。 
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2009-07-12  ☆みおちゃんって、どんな声してるの♪ 

今日は、ほのかちゃんとお別れの日☆ 

退院おめでとう！！ 淋しくなるなあ・・・ ほのちゃんと出会ったのは、確か真冬の２月だったでしょうか。 

子供病棟で、みんなでトランプしたときに初めて出会いました。  

すぐ仲良くなって、一緒に女の子らしく♪ 着せ替えゲームをやりました。 

それからというもの、みおは、なかなか２Ｆには頻繁に行けない分、私の病室に毎日のように来てくれた☆ 

積んであるファッション誌を、一生懸命読んでる、ほのちゃんの顔が忘れられません。 

 

金曜日の夜は、一緒に寝ちゃった。。。 フライデーナイト＊＊ 一夜のあやまちですな（笑） 

みおは、ななちゃんを泊めた時は、先生に秘密にしましたが 

今度はちゃんと、看護婦さんに承諾を取りました。 もう２０歳。反抗期終了なのさ！ 

 

筆談ばかりで会話は なかなか進まないから この時ばかりは声の出ない私を恨みました★ 

「みおちゃんって、どんな声してるの？」  そう聞かれて戸惑った（笑）  

 

『路地裏で寂しく ポツンと営業してるスナックで、暇でタバコばっか吸ってる ３０代のママみたいな声』 

だと、なんとなく自分では昔感じましたが（笑） そんなことを言っても８才の女の子には わからないので、 

「低い、あんま 女の子っぽくない声だョ！！」って言いました♪ 

もう半年以上 声を出してないので みおの声ホントに忘れそうです。。。。 

もしまたしゃべれることがあったら、今度は品のある、かわいらしい女の子の声が欲しいです（笑） 

わたしの声帯 食べたの誰だ！！ １２月に食べた、あの秋刀魚かなぁ？ 

 

ダンス友達のさやかから 「声のリハビリしてくれる先生はいないの？」と心配して メールくれた。 

ここは ほぼ急性期の病院らしく言語聴覚士（ＳＴ）がいないのです。 だからリハビリするには退院するか 

設備が整ってるところに転院しなきゃいけないみたいです。 

さやちゃん心配してくれてありがとう☆ いつの日か、また一緒に踊れますように♪♪ 

 

西新宿の東京医大は、タリーズコーヒーが併設されてるそうなんで、みお的には東京医大を希望します！（笑） 

なんたって、大都会西新宿だよぉ。。。  

麻疹になったとき、子宮と卵巣の病気が見つかった時 よく通ったなあ・・・ 

あと、おばあちゃんが最後、亡くなった病院。  

まったく・・・・新宿駅から遠すぎです（笑） 田舎者には、西新宿駅なんて駅があることわかりません☆ 

 

昨日の就寝前は、ほのちゃん お母さんと一緒にやってきて、「これ、あげる♪」って、 

キャラメルコーンの新発売のコーラ味をプレゼントしてくれました。  

地下の売店は、とてもコンビニとは呼べませんが、こんな、ナウい食べ物が売ってるんですね☆ 

今度おなかすいたとき、買いに行っちゃおうかなぁ・・・ 

まるで紀保先生のように、みおも ぬいぐるみを夜中じゅう頑張って すべて手作りで  

作ってプレゼントしましたが、 これからは みおの代わりだと思って、大切にしてくれたら嬉しく思います。 

でも、キティちゃんやミニーちゃんのほうが、はるかにかわいいよね（笑） 

 

♪～さよならと書いた手紙・・・テーブルの上に置いたよ。～悪いのは僕のほうさ、君じゃない・・・ 

 よっ 巨匠！！ 星、ふたつ半です（笑） 

 

 

2009-07-12  パラダイスひとりぼっち♪ 

１４時過ぎに、ほのちゃんとお母様が ミオの病室にやってきて、「お世話になりました！！」と 

クッキーとパンケーキの詰め合わせを頂きました。 

「ごめんなさい・・・ どうしても食べ物しか思いつかなかったものですから。」って お母さまがいったとたん 

 

「え？ でもみおちゃん、いつも先生や看護婦さんに隠れて、シュークリームとかお菓子食べてるよ！」 

って、ほのちゃんの鋭いツッコミが入ったの♪ お母様にも、みおの悪事が伝わってるのかなぁ？（笑） 

どうか、先生には内緒でお願いします！！ ていうか、ほのちゃん声デカイヨ！！ 

「壁に耳あり、障子に目あり」って、ことわざのように どこで誰が聞いてるかわかんないんだから☆ 

「敵は病室にあり」 まあ、土日は 静かな病院ですけどね。 先生も週休２日なのかな？  

 

廊下の階段の所までですが、見送りました。 退院の日にそなえて 新しいＴシャツと、半ズボンを買ってもらったみたい。 

入院してる間にも、かなり体が大きくなったそうです☆ それでも今でも、まるで４～５歳の子のように 

めっちゃ小さくて心もピュアな、そんなほのかちゃん。 また逢えるかな？  

家も遠いし、病院のことなんか忘れたほうが これからの人生にはいいけど、みおは大人じゃないので、やっぱ寂しいです。。。 
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ヒロちゃんが、「変な親心で 病院を忘れさせるために冷たくしたり、嫌われるようなことしたらだめだよ！」 

ってメールが来ましたが、そんなことするわけないじゃん！！（笑）  

でも確かに 昔の私だったら、その手使ったかもな♪ 今はそんなツンツンガールじゃありません。 

改心したもん。今は丸くなったョ！ 体じゃないよ。ココロです♪ 体のほうは丸いどころか薄っぺらくなったぜ。 

体重２９キロで下げ止まったのはいいけど、なかなか増えてくれません（笑） 

 

いよいよ最後のお別れのとき、ほのちゃんがニコニコしてたのに、急に顔を崩して、大きな声で号泣。。。（笑） 

みおに抱きついてきましたぁ♪ きゃわいかった！！ 私はなんとか我慢しましたが、病室帰ったらしばらく涙が止まりませんでした。 

 

でも、いい涙だと思った。こないだの、同じ病室のおばあちゃんとの悲しい別れに較べれば 

夢のある、明るい別れだと思ったのさ（笑） 

な～んて、強がっちゃってまったく♪ いつまでも泣いてたくせに！！ 

ここでスピッツの曲とか流れてたら、青春ドラマみたいだね（笑） ほのちゃん、子役並みのかわいさです☆ 

ていうか、私のまわりのガールたちは、みんなかわいい女の子多いなあ・・・ かなわないョ＊＊ 

 

今年の夏は、掃除もしなくてもやってくれるし、ごきぶりが出ても殺さないでいいし（笑） 

ミキサーどろどろごはんだけど☆ 食事も用意してくれるし・・・・ 

洗濯は自分でやってますが おととし去年の、半端ない忙しさとは大違いの夏です。 

いいのかな、わたしこんなんで・・・  

入院前は、同世代の女の子の２週遅れぐらいかなって思ってたけど（笑） 

今やレースの日程 間違えて記憶してて 参加できなかった天然ガールじゃん！！ いや、マラソンで言うところの、制限時間タイ

ムオーバーでリタイヤです・・・ 

やることは宛名書きのバイトと、リハビリと・・・ 

 

８月２９日の花火大会は、焼肉の日！！ みおに浴衣デビューと焼肉やさんデビューをさせてください☆ 

行きたいよ～花火大会♪ 高校生までは露店出して、ビール売ってたほうだけどねっ・・・（笑） 

 

 

2009-07-14  プール開きしませんか？（笑） 

足湯というものに、正確には水ですが・・・初挑戦しました！ 

少し深めな、お風呂で体洗う桶みたいのやつを買ってきてもらって すごく気持ちよかったデス。 

もっとはやく 気づけばよかったなあ・・・(笑） 

この勢いで、病院の屋上で 子供が家の庭で入るさぁ☆ 空気入れて膨らますプールに入りたい♪ 

そしたら毎日、階段必死に昇って 屋上行きます☆ 水着どうしようかな＊＊ 

だいじょうぶ。わたし小学４年生の体重なんで(笑） まだまだ入れますョ！！ 

 

月曜日の投薬検査。各部屋で機械に繋がれて、 

体のなかに薬を入れられてるミオは、まるで人体実験のようです。 

その格好で、さらに錠剤とか飲むと、頭がフラフラになるの(笑） しかし私も、体力ありますねぇ。 

20 歳のガールとして☆ 日本でベスト１０に入るぐらい、この半年間 薬飲んでるのさ♪ かっこいい＊＊ 

 

２３日２４日２５日で、お義父さんがママとおばさんを連れて 北海道へ旅行に行くみたい♪ 

行ってきていいかな？とメールがありましたが、 モチのロンで☆大歓迎ョ！！ 

ママも旅行なんて、しばらく行ってないもんね。 きっと、喜ぶだろうなあ・・・ 

そういえば、私の介護施設 初めてのお給料で、 

佐渡のツアーに おばさんと２人を招待したことを思い出しました☆☆ 

大切な人が笑顔になってくれるのは、うれしいものだ（笑） 

おばさんにも、なにか感謝の気持ちを伝えなきゃな。 ななちゃんを、おばさんから奪ってしまったミオだもの♪ 

 

ダンススクール仲間で 唯一同じ高校に進学した由香里ちゃんが、ダンスの世界に戻ってきた☆ 

吉祥寺のｈａｔｃｈが潰れちゃって・・・新しい仕事、今度はダンスのインストラクターだって！ 

華麗なる転職だねっ♪  すご～い。。。 みおの世代も とうとう指導者の世代なのかぁ（笑） 

みお達のユニットとはライバルでしたが、あのころから由香里ちゃんは輝いてました＊＊ 

 

声がまったく出ない、肝臓だめ、腎臓やばい・・・胃も痛いし、すい臓も問題ありって・・・ 

も～う。。。これじゃあミオさん、おじさまたちと一緒じゃん！！（笑） ピロリ菌を退治しなきゃ！！ 

年明けに軽度の多臓器不全とおっしゃいましたが、軽度のわりには先生♪ タイムオーバーですぞ(笑） 

 

これでも私、昔は・・・（ダンススクールがあった）「 柏のアムロちゃん」って、言われてたのにぃ！！（笑） 
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脚のむくみがすごくなってきた・・・パンパンです＊＊ 痛いよ～ 

パパがよく、「みお、女の子は脚だからな！ 脚だけはキレイにしておけよ」って約束しましたが 

２０歳まで 守って維持してきたけど、もうその約束、守れません(笑） 

壊れてく・・・積みあげてきたもの 努力してきたこと。すべて壊れてく・・・・ 

みおの体に台風がやってきました！ 逃げろ～ 海辺の皆さんは注意ですぞ♪ 

 

ふくだみお、クラスター爆弾の 放棄（？）に 断固として反対します！！ いまさら言っても遅いのかもしれないけどさ・・・ 

そりゃ私も、いわゆる「負の部分」を新聞やニュースなどで聞いたときは、危険な兵器なのかと思いました。 

しかし、縦に長いわが国においては、他国の侵略を食い止める もっとも有効な兵器なのだと知った。 

それはたしかに、ここ５年ぐらいにおいては、侵略される危険性は少ないでしょう。 

しかし１０年後、５０年後 まったく危険がないと言えるのか？  

その時になって この兵器を放棄したことによって、国民の命は危険に晒されないのか？ 

「平和 平和」と念仏のように唱えるのは結構ですが、現実を見ない その奇麗事、偽善で 

今の若い世代や、これから永遠に続く世代の人々を危険にさらすのは本当に許せない。 

 

みおのひいおじいさまたちは、 「七生報国」  七回死んでも生まれかわって、この国を守る！！  

そう言って 愛する祖国と日本の人々を守るために 戦って死んでいったのだ。 

だいたい規律正しい自衛隊のみなさんが、一般市民に危害を与えるような兵器の使い方、するわけがないじゃん。 

 

コーラとシュークリームで、みおの体は出来ているのさ♪  

瓶のコーラが飲みたいです。ぜったい缶より、瓶のほうが美味しいと思うの♪  

もう、おなかすきすぎて、ふにゃふにゃだよ～（笑） 

 

支えてくれるみなさん、応援してくれてる皆さん、すべての方々に心から感謝してます！ ありがとうございます。 

 

 

2009-07-16  私をサイゼリヤに連れてって☆☆ 

スキーもいいけど、サイゼリヤがいいです♪ ピザが食べたいのさ＊＊ 病室から出前取ろうかなぁ(笑） 

ちなみにオムライスは、サイゼリヤより みおのほうが美味しいと ぜったい思うの！(笑） 

ケチャップライスじゃなくて、海老ピラフだし デミグラスソースだし、卵は楕円で半熟で盛り付けて 

ななちゃんとママとお義父さんの目の前で、真ん中にナイフを入れて広げると・・・ 

キャ～ すごいよすごいよ、みおちゃん！！ わたし天才♪ 将来は料理の美味しいライブハウスをやろう☆ 

 

そうだ☆ もう ほのちゃんはいないのか・・・ つまんない！！つまんない。ぬけがらになったミオです。 

あの子供にしては、低いハスキーボイスで、「み～おちゃん。げんき？」って、毎日楽しかったよなあ。。。 

今なにしてるの？ 学校は２学期からかな？ 「おもいっきりＤＯＮ」見てるのかな？ 

中山ひでちゃんの下ネタ ママにどういう意味か、聞いたらだめですよ～(笑） 

 

宛名書き、７月は半月過ぎた段階で、まだ３９０枚しか書けてません。 

先月がひと月で９２４枚だから、大幅なペースダウンです。 

仕事だよ！ しっかり気合入れてやりましょう！ 熱しやすく冷めやすいのはだめですョ。。。 

でも、腕が痛いんだよなぁ・・・(笑） １枚５円か。。。 お金を稼ぐのは大変です。 

 

昔はよく温泉施設とか行って、女性用のサウナとか入ってたけど 

今年はこんなに簡単に 汗がかけるなんて なんだか不思議なものです。 

女性限定ですが(笑） みおと ３０秒間 ぎゅ～っ。。。って抱きあってたら、あっというまに汗をかけますョ♪ 

なんで熱が下がらないんでしょうか？(笑） 今日もまた、３８，７度 あ～あ。。。熱いよぉ！！ 

 

ヒロちゃんが、働いてるファミレスの契約社員になりました☆ おめでとう♪ 

５年間の努力が認められて、とっても立派です！ みおの誇りの女の子です！ 

クリスマスの季節に サンタさんの帽子を被らされて 恥ずかしそうに 接客してた時から知ってるよワタシ＊＊ 

ここまでよくがんばりました！！ 

県外への転勤は無いみたいだし、日勤メインらしいし、これからも奈々ちゃんのことよろしくね(笑） 

 

奈々ちゃんはだんだん勉強が忙しくなって、バスケとの両立、やりたいこととの両立に苦しんでるけど、 

好きなことを続けるためには、一方で我慢しなければいけないことも あるということを、みお、偉そうにメールで伝えました。 

ひとつの道に絞って 生きてゆく姿は確かに魅力的ではありますが、私は古くさい考えかもしれないけど、 

将来、自立して生きてゆけるためにも、いろんな経験をして 視野を広げて 

しかるべく決断をしなければならない年齢の時に、挫折することなく どんなことをしても生きていける 
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強い女性になってほしいです。 

 

まあ、簡単に言ってしまえば、大学に行ってほしいんだけどね(笑） 

奈々ちゃんなら、ケイオーでもワセダでも狙えるって(笑） そしたら自慢だなあ・・・ 

 

今日は、お見舞いのお店の女の子が冷奴を作ってきてくれた。ついでに、たこ焼きも買ってきてくれましたが 

たこは消化に悪いので、まわりの皮だけ食べました♪ 

そしてコーラで乾杯です☆ やばい、、、病院生活が なかなか快適になってるぞ(笑） 

 

なんか締まりのない、オチのない、つまんない日記だなぁ(笑） 

 

 

2009-07-18  ♪・・・大人の階段昇る～ 君はまだ、シンデレラさ☆ 

かなり気合を入れて メイクなんてしてみました。 

急に、衝動で ミオの中の女の子な部分がわきあがってきたのさ♪ やっぱ、メイク楽しいです☆ 

といっても、今の私じゃ お母さんのお化粧道具でいたずらした小さなガールだぜ＊＊ 

顔 細～い・・・ 髪は長いから、心霊少女みたい。。。。 

心霊映画のヒロインのオーディション無いかなぁ？ 声も出ないし、みお怖いよぉ(笑） ピンチはチャンス！！ 

 

でもやっぱ、誰も見てくれる人がいないんじゃ、お化粧してもつまんないな（笑） 

同室のおばあちゃんは、「うちの孫よりかわいい！！」 「元がかわいいんだから、お化粧なんてしなくていいの」って、お世辞言っ

てくれました（笑） 

病室で私服着て、メイクもする女の子。 みおさん、な～んて不良患者なのでしょうか♪ 

 

見た目はそこそこ、元気だったころに戻せても、実は体じゅう かゆい。。。という 女の子としては致命的な傷があるのです（笑） 

女の子としての尊厳を奪われて、魂を抜かれて、もうフニャフニャの草食ガールなのだ。。。 

シャワー浴びたいよ～ 足かゆいよ～(笑） この勢いだと、もうすぐ 新橋のおじさまになっちゃうネ 

あせもが出来ました♪ 赤ちゃんかよ☆ ベビーパウダーつけなきゃ！！ 

 

ママ☆ 今度の要介護認定では、要介護４になれるといいね。 

でも、我が家の家計簿的には、そのままでいてくれたほうが助かるかな？ 大して額は変わんないけどねっ☆ 

ママもパパも愛してるよ～ あっ、モチのロンで♪ お義父さんも(笑） 

 

ほのかちゃんから、地元のお祭りで、浴衣姿の写真が送られてきました！！ 

ママと一緒に、焼きそばかな？あと、飲み物も持って楽しそうです。 かわいいなあ～ 

やっぱり、みおに見せてくれてた笑顔とは別格の、最高級のキュートな笑顔♪ 天然記念物★ 

私のこと、覚えててくれて、気遣ってくれてうれしかったです。 

 

今の子供はすごいなあ・・・８歳で写メールが送れるなんて☆  お母さんが代わりにくれたのかな？ 

みお、８歳のときなんて電話もできなかったぞ＊＊  

電話出たはいいけど、怖くて もしもしって言えなかった(笑） 

こんなかわいい女の子の病気を治してくれて、先生どうもありがとう☆ 

もう２度と、「やぶ医者」なんて、ひどいこと言いません(笑） だから私も助けてください♪ 

 

 

2009-07-20  日曜日のうなぎ。 

きのうの、土用のうなぎの日。 ヒロちゃんがメールをくれて、ママとお義父さんと奈々ちゃんと、うな丼の夜ごはんだったそうです☆ 

送られてきた写真見て、ミオのおなかが悲鳴をあげたぜ(笑） 美味しそう、いいなあ・・・ 

潮来は、うなぎというよりは、穴子なイメージがありますが☆ 

 

そういえば一昨年、美紀ちゃんが東京に来た時、渋谷のデパートの和食のお店で 小学生以来のうなぎをご馳走してもらったこと

を思い出しました！！ 

ありがとね☆美紀ちゃん＊＊ また 退院したら、なにかよろしくお願いします(笑） 

サイゼリヤは友達と行きますんで♪ ２０歳の女の子が、めったに食べれないようなのがいいな(笑） 

ママ、うなぎ全部食べれたみたい。 やわらかいもんね。 うなぎは栄養バランス最高みたいです。 

ていうかミオ、土用のうなぎ 「土用」は 土曜日のことだと 昨日まで思ってたぁ(笑） 

 

「病室の 窓から見てる 遠い夏・・・」  うまい！！ わたし詩人になれるぞ♪ 

海の日か・・・いいなぁ。。。 海の町なのに、小学生以来、砂浜には行っても水着着て 海には入ってない。 

東京湾の、2時間 屋形船 納涼船ていうのに乗ってみたいです＊＊ 
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あとは浴衣着て、流しそうめん食べてみたい！！  

ピンクや緑の色つきそうめんは、何が何でもミオがもらいます(笑） 一人っ子なんで、わがままですみません♪ 

 

休日なのに、今日は検査があって辛かった。  

先生ったら、せっかくの休日なんだし 休んでよかったのに。 働きすぎは良くないですョ！！ 

同室のおばあちゃんたちは、お見舞いの皆さんにとってもうれしそうです。 お孫さんかわいい＊＊ 

スマイルいっぱいの病室で、薬でフラフラの私も、副作用に負けないぞ(笑） 

 

なんだか眠くなってきた。。。。 まだ昼間なのに・・・ まだまだみおさん、お子さまですね(笑） 

今日も私は、熱い女☆ ホッカイロは夏は売れないよ♪ 

 

 

2009-07-22  そんなんじゃ、しあわせはやってこないョ！！ 

感情をコントロールすることができないのです。 

今日、リハビリルームで、「元気そうだね、とても７ヶ月も入院してるようには見えないね。」 

って言葉に、なんだか無性に腹が立った・・・ もちろん、笑って受け流したけどさ♪  

心の中はドロドロして(笑）あっというまにリハビリルームから脱走！！ 

やっぱ、みおのリハビリ相手は階段なのだ☆ 自己流で行きますよぉ。。。 どうせ私は性格悪いもんね(笑） 

 

そういえば昔よく、黙ってたり静かにしてると 「なんか怒ってるの？」とか、「機嫌直して！」 

って、よく言われました☆ すいません、そういう顔なんです・・・(笑） そんなこといったら今なんて声がまったく出ないのに、周り

に与えてる影響 最悪じゃん！！ これからは、クールビューティを目指そうかな☆ 

 

だいたいさ、元気なわけないじゃん。 みおがどれだけ屈辱感に震えてるか、思い知らせてやる！！(笑） 

体調悪いときに元気すぎるやつ見ると、むかつくなぁ(笑） 

♪～そしてミオは途方に暮れる・・・  あ～あ、自己嫌悪です・・・ 

 

介護の仕事をしていた私にとって、なんだか考えさせられる 今日の昼間の出来事でした。 

私はあのころ、入居者の方々に ホントに親身になって介護出来てただろうかと。 

ハードワークと長時間労働で、一瞬でも配慮を欠いた対応や振る舞いをしてなかったでしょうか？ 

 

ママ、お義父さん。明日から北海道、楽しんできてね♪ 

みおがよく作ってた 石狩なべや鮭を使ったお料理も 本場の味の前には１１ラウンドノックアウト負けです・・・ 

もう少し足を使って相手をかわせば、判定決着まで持ちこめたのに！！(笑） 

セコンドの作戦ミスですな☆ やっぱチャンピオンは強かったぁ。。。 

 

明日はみおに 追い風吹きますように・・・・ 

 

 

2009-07-25  ♪～お前がハタチになったら、思い出話で飲みたいものだ・・・ 

パパごめんね。今、お酒飲んだら、みおさん あの世行きです（笑） 

いくら娘に会いたいからって、「一杯ぐらい いいだろっ。。。」ってお酒を勧めるのはやめてください♪ 

楽しかっただろうなぁ・・・一緒にお酒飲めたら☆ みお、お店はこだわりませんョ！！ 

銀座でデートして、みずきの「魚民」に行って、みずきに貢献してあげましょう（笑） 

あと、ダンススクールのイベントの帰りに連れてってくれた、パパのアメリカ人のお友達が経営してる 

横浜のジャズバー（？）みたいな所で飲みたい＊＊ 薄暗くてジュークボックスもあった（笑） 

あのお兄さん、ミオのこと覚えてるかな。 ナンパしたくせにぃ（笑） 

将来は、あんなカッコいいライブハウスをやりたいね！ 美紀ねえちゃんスポンサーになってください♪ 提携して共同経営しまし

ょ！！ 

 

「鬼のいぬ間になんとやら・・・」です☆ ななちゃんを取られた・・・ 彼氏さんが出来たんだって！！ 

おいおい、だめだよ～ まだ早いよ～(笑） モテモテなのは、よく話を聞いて存じあげておりましたが・・・ 

もうちょっと、うまくじらして、かわし続けたほうが良かったんじゃないの？(笑） 

夏だというのに危険デス！！ どこのどいつだぁ・・・ ああバスケ部の同級生か・・・ 

負けたよ・・・そりゃ体育館で近くで練習してれば、愛も芽生えるよね。 

花火大会には、ななちゃんを渡さないぞ！！(笑）  

 

肝臓が悪い人には、ウコンがいいと聞きましたが、こないだ飲んだら ものすっごくマズかった。。。 

これなら青汁のほうが、まだいいって・・・ 名前も微妙だし(笑）  

普通の２０歳の女の子だったらさ 今頃、この暑さだったらスタバやエクセルシオール・カフェでアイスカフェラテとか飲んでるはず
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だよきっと・・・ いいなあ。。。 

腎臓もやばいから、塩分も取れないし、お砂糖も１日では摂取量が決まってるみたいだし。 

ホントはコーラとか飲んだらいけないんだろうな(笑） でも、飲み物まで制限されたら、この暑さ、乗り越えられません！！ 

 

ふくらはぎの感覚がないのです。ふにゃふにゃです・・・立ってられないのだ(笑） 

時々、反対に鉛のように重いときもあるし・・・ 

これでもミオ高校時代、フルマラソン完走者だョ！ ３０００M体育の授業では、いっつも一番♪ 

「先行逃げ切りのミオ」と呼ばれておりました(笑）  

武豊さんや岡部騎手に夢を託すより、私に賭けてくれたほうが きっと間違いない☆ きっと素敵だョ♪ 

 

ドキュメントで橋下知事が ご出身の北野高校で ランパスに加わってましたが、 

みおも高校時代 男の子たちトップスピードじゃなかったら ランパス余裕で付いてゆけたもん！！ 

ていうか、タグラグビーでは、コツをつかんだら男の子たちには負けませんでした☆ 

 

女の子の方が、体の柔らかさ、敏捷性、状況判断、視野の広さなど 勝っているのかな？(笑） 

ヒロちゃんと一緒に、地元の小学生の女の子にタグを教えて、 大会で男の子たちのチームに連戦連勝だった時はホントうれしか

ったです！！ ラグビーマガジンの切り抜き、今でも大切に持ってます★ 

「体の小さな者が、大きな相手にどうやって戦うか、女の子たちのチームに教えられた・・・」 

コーチ冥利に尽きるとは、まさにこういうことを言うのね(笑） 

 

ラグビーに３年間だけでも関わった みおにとって、橋下知事はヒーローです！ 

「社会に出たら厳しいことだらけ、そんな時ラグビーで学んだことが生きてくる・・・」 

合宿の記憶・・・  

この人、現実をしっかり踏まえたうえで話すし、厳しいことも言うから、すごく共感できる。 

きれいなこと言うやつや 庶民を気取る奴はいらないよ(笑）  

 

♪～いいか・・・男は生意気ぐらいがちょうどいい。  

みお女の子ですが、じゅうぶん生意気に育ってしまいました。 パパが甘やかすからです(笑） 

 

 

2009-07-28  ＭＩＯ製氷所☆ 

みおでも食べれる、穴場のお菓子を忘れてたぁ。。。 

かき氷！！ これならいくら食べても、たとえ看護婦さんや先生に見つかっても、文句言われないぞ♪ 

だって溶ければ、ただのお水だもんね～（笑） 

 

ということで、毎回ハーゲンダッヅや、病院から遠い「コージーコーナー」の ジャンボシュークリームを買ってきてもらうのは悪い

ので 最近はもっぱら、冷凍庫のなかはコンビニの小さめかき氷です。 ８０円ぐらいで買えるやつ☆ 

１日５個とか食べてるので（笑）、 かき氷機を通販で買ったほうがよいと思われます♪ 

そんで病室のおばあちゃん達に 作って食べさせてあげたい！！ 

 

みおが子供のときは、ひたすら手で回す手動の機械でしたが、今はボタンを押すと速攻なんだってさ（笑） 

懐かしい少女時代の夏の思い出。。。  

「そんなに氷使ったら、アイスコーヒーに使う分が無くなっちゃうでしょ！」って、ママによく怒られました！ 

宇治金時、練乳あずき、コーラ味が好きです☆ 

ということで、、、やっと制限なく食べられるものに、入院７ヶ月にして出会ったため♪♪ 

食べ過ぎてまた、おなかの痛い、お尻のゆるい(笑） みおちゃんなのでした・・・・ 

 

月曜日は投薬治療だから 薬の影響で終わると 夜中までず～っと眠ってるし 

火曜日はだるくて、なんにも出来ないし、いったい、なんのために私は生きているのかと思ってしまうのです。 

ぜんぜん数値も良くなんないよ～(笑） いつまでも３８度台なガールです☆ 

ていうか、３６度なんて感覚忘れてしまいました。。。。  

熱い！！ みおの体の中の温度計が、あまりの暑さに針が振りきれて 壊れちゃったぜ♪ 

 

ヒロちゃんは、うれしそうにディズニーランドへ彼氏さんとデートへ行った。 

就職祝いだね。 今夜パパが働いてたホテルに泊まるそうです。 キャ～。。。(笑） 

  

みお憧れのあさ美ちゃんの、ウェディングドレス姿、きれいだったなあ・・・ 

 

夏の定番！ビーチボーイズの再放送を見ながら、パパの膝に乗って一緒に観ていたことを思い出してました☆ 

春子ちゃんと真琴の関係がステキです。 みおと美紀ちゃんみたいだね(笑） 
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2009-07-31  ♪～空っぽのおもちゃ箱みたい・・・ねぇ、みんなどこへ行ってしまったの？ 

２０歳も今日で、前半６ヶ月が終わろうとしてます☆ 早かったなあ・・・ 

小さいころ思い描いていた２０歳の私は夢いっぱいで こんな２０歳になりたくなかったです。こんなはずじゃなかった。 

なにが夏だよぉ・・・♪ むかつくョ！！ 悲劇のヒロインぶってやる(笑） 

 

目標が出来ました！！「東京マラソン２０１０」 インターネットからエントリーするぞ！！ ８月の中旬から下旬に頑張って退院して 

そこからトレーニングして、かならず４２キロ走れる体を作ります。 

それが出来たら、これからの人生 困難に負けず生きてゆける気がするんだ。 

今のミオの状態を見れば出来るわけない、ありえない挑戦ですが、奇跡をおこしたいな。 

また１０代のころのような、心から充実感で泣ける女の子になりたいです。 

 

宛名書き、今月は８４５枚。 先月より７９枚ダウン。。。 終盤追い上げたものの、あと１歩って感じです♪ 

さてさて今月のお給料は、一枚５円だから・・・  え～ うそぉ。。。(笑） 

あんなに腕の痛みに負けずにがんばったのにぃ！！  

これなら友達や大切な人たちに、ラブレター書いてるほうが楽しいなぁ・・・(笑） 

 

いくらでも楽をしようと思えば出来る、自分から何もする必要もない入院生活という環境にいるからこそ、 

自分に厳しく、目標を持って 毎日を大切に生きて行かなきゃ行けないと思いました。 

 

ヒロちゃんが彼氏さんとデートで行かれた♪東京ディズニーリゾートの話や 就職祝いで泊まった 

パパが料理人として働いてた、超豪華！有名ホテルの話を聞くのが最高に面白かった☆ 

まったく・・・私だって、まだ泊まったことないのに・・・・(笑） ２０歳には生意気ちゃんです♪ 

パパが料理長として働いてたレストラン、 まだ変わらず ちゃんとあるんだぁ！！ なんだか感激。。。 

 

しっかし、ヒロのお父さま可愛そうだなあ。 愛する娘が、彼氏さんと一泊旅行するなんてさ(笑） 

きっとステキな夜になったことでしょう！！ キャ～。。。 なにしたの なにしたの？(笑） 

みおは、お父さまも、ヒロちゃんの彼氏さんも存じ上げてますので 板ばさみになって少し痛いです。。。 

複雑な気分だあ！！ おじさん元気出してねっ＊＊ みおがいるじゃん☆ 

 

２０１９年ラグビーワールドカップ。日本開催おめでとうございます♪ 

みお、子供をつれて観にいくぞ！！ 女の子がいいなあ・・・(笑） 

 

 

2009-08-02  おなかすいた・・・ 

ヒロちゃんが彼氏さんとデートで泊まって以降、そんなひょんなきっかけで 

今さらながら、パパがどんなホテルで働いてたのか、少し調べちゃったりして♪ キャ～ 楽しい！！ 

あのころは小さかったから よくわかんなかったけど、すっごいホテルだったんだなあ・・・ 

家族であっても、簡単に泊められるようなホテルじゃなかったみたいだ（笑） 

まあ、みおが行けたのは、フロント通って パパのお店のバックヤードまでだったけどね☆ 

 

でも、何回かママと私を お店でご馳走してくれました！！ ありがとう♪ 

「料理長のお嬢さんなんですか？ かわいいですね～」って いろんな人に言われました（笑） 

 

みおも頑張って働いて、もう１度 デｲズニーランド近くの パパの働いてたホテルに 

「アイ・シャル・リターン」です！！ あっ「アイル ビー バック」の方が正しいのかしら？ 

そっか、ホテルウーマンになっちゃうっていうのも手だなあ・・・（笑）  

 

将来、どんな仕事をしよう？ 正直、声のほうは、もうあきらめてる自分がいる。 

もう７ヶ月だし、みおの声帯きっと、お魚さんに食べられちゃったのね（笑） 

声が出なくても、ダンサーにはなれるかなあ・・・ ブランク６年だけど、また、がんばっちゃおっかな！！ 

 

今日は朝から体調が悪く、頭が痛くて吐いてしまいました。 

何も固形食食べてないのに、なぜ吐けるのか不思議です・・・ 

 

 

2009-08-04  ♪・・・海よ～ 俺の海よ～ 大きなこの愛よ・・・ 

よっ 若大将！！ 鹿嶋の海はいかがでしょうか？ なかなか波があって素敵でしょう？ 

 

いろんな問題がありすぎて、悩みもありすぎて これからのこと考えると頭が痛い！！ 

みおは高校卒業してから、３年続けて厄年なんじゃないのぉ（笑） 
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我が家はきっと、悪霊に呪われて、神様に見放されてるよ きっと・・・ 

 

今日 美紀姉ちゃんが、「今夜とか、ななちゃん 彼氏とラブラブなのかなあ・・・」とか言いやがった（笑） 

やっぱ、そうなのかなあ・・・ 青春だ。 うらやましい♪ いや、心配・・・・ 

絶好のデートスポットなら、みおがいくつも紹介してあげるから、無茶しちゃだめョ！！  

バスケだけしてなさい（笑）  危なくない夜の海辺とか 星の綺麗な橋の上とかさ。 

 

みおの合宿の思い出といったら、夜は洗濯して干して、朝ごはんの仕込みしたり・・・ 

休む暇なんかなかったけどなぁ その点、裏方じゃない選手は 夜は自由でうらやましいです。 疲れてるんでしょうけどね♪ 

 

屋上に出て、海に向かって、「あ～～！！」 とか、「バカヤロー」って大きな声でどなってみたいです（笑） 

 

「みおをどうする気だぁ～」  「ごはん食べさせろ～」  「薬漬けにするな～」 「やぶ医者～」 

わたし、どんな声してったっけ？  パパごめんなさい。 

 

ちょっと気力が切れました。 １日中寝てた。 疲れた・・・ これからどうしよう私。。。 

 

 

2009-08-06  からだがかゆい☆ 

今日は親友ヒロちゃん♪ 神宮外苑の花火大会に 浴衣を着てデートに出かけました。 

あの子最近、デートばっかしてます(笑）  友達の笑顔を見れるのは、いいものだなぁ・・・ 

しっかし、遠い東京まで車運転して、アクティブでかっこいいねぇ！！ 

みおとヒロちゃんが高校時代に見つけた、表参道の隠れ家っぽいカフェ☆ 彼氏さんに教えてあげたら？(笑） 

 

背後霊さん達が、みおの背中の上で大暴れしてます！！ 

痛い。。。背中が痛い  うつぶせじゃないと、横になれないよぉ＊＊ 

シーツ交換。 水道で頭を洗うこと。 洗濯。 もう一人でもなんでもやれます！入院中のガールとしては１００点です！！ 

でも、体拭くのは、難しい。 かゆいところに手が届きません(笑） 

 

今日した悪いこと(笑）  

朝ごはんで ケロッグ・コーンフレークを食べた♪ チョコレート味☆ めっちゃおいしかったぁ。。。 

やっぱ牛乳だいすきです！！ けっこうサクサクの状態で食べるほうが好きですが、おなか痛くなったら怖いので ちゃんと牛乳

に浸して食べました。 

これこそまさに、大人のオンナのお洒落な朝食って感じね♪ 

牛乳、飲み続けようかなあ・・・・ たんぱく質とカルシウム絶対 ミキサー食じゃ足りてないと思うのだ。 

だって、あんなに硬くて細く締まってた（笑）みおのふくらはぎも、今じゃフニャフニャだもん☆ 

体脂肪７％で入院しましたが、今はどのぐらいなんだろう・・・ ふたケタ いっちゃったね・・・(笑） 

 

「おもいっきりＤＯＮ」で、中山さんと司会してる 上重アナウンサーってかっこいいなぁ♪ちょっとタイプです(笑）  

松坂投手と投げあった、９８年夏の、ＰＬ学園対横浜高校の試合 観てみたいなあって思いました！！ 

パパが高校野球好きだったから、みおも観てるはずなんだけどな。 

９８年の夏休みだと・・・・昼間は毎日、ダンススクールのレッスンで、家にはいなかったかもです♪ 

 

２００６年の８月６日 昼間東京に行く用事があって、おばあちゃんの病院にも行けたのに、 

映画を観たかったり買い物がしたくて、「また、今度でいいか・・・」って お見舞いを後回しにしてしまいました。 

まさか、あんなに元気だったおばあちゃんが、亡くなってしまうなんて 夢にも思わなかった。 

なんてヒドい孫なのかと、３年たっても自分が嫌になります。 ごめんね、おばあちゃん。 

あんなに愛してくれたのに・・・いつも、そばにいてくれたのにね。 

 

 

2009-08-07  ビーチボーイズ 最終回のこのシーンが大好き！！ 

（海都が、いつまでも新しい道を決められず、悩んでる広海に向かって・・・） 

「俺がどうして、ここに来ようと思ったかわかる？ 俺はさ・・・あんたを見ていようと思って ここに来たんだよ。 

あんたと出会ってさ。 何があっても、いいじゃん夏なんだから・・・とか言って、 

ああ、こういう奴も 世の中にいるんだなって思ってさ。 

くやしかったんだよ！俺はすごい。 あんた見てて あんたはさ、俺の知らない人生知ってるような気がしてさ。 

だから・・・俺もね。俺も経験してやろうと思ってさ。  正直言うと・・・すっごい怖かったよ俺。 

 

だって、全部ゼロになっちゃうんだからさ。 でも今だから言えるんだけどさ それはそれでよかったなって思ってるよ。 もう何が

あっても怖くないし、いつだって ゼロからやり直せる自信は、あるしさ俺。 
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だいたい何ビビってるんだよ！ プータローやってヒモやって、アウトローやってきた奴が なにビビってるんだか。 

ヒーローってのは・・・ヒーローっていうのはさ 死ぬか かっこよく去ってゆく、どっちかしかないじゃん？ 

何もなく平和に終わりました。ちゃんちゃん・・・そんなヒーローものあるかよ！ 

（タバコに火をつけて・・・）まあ・・・いいんだけどね。俺の問題じゃないから。いいんだけどさ。 

 

（広海） 「（涙を流しながら微笑んで、思いっきり枕を投げつける・・・）   

「痛っ。。。」  「サンキュー・・・わかってねぇのか？サンキューって言ってんだよ！」 

「（取っ組み合って） そうゆう礼の仕方があるか！」  「あるの！ 俺の場合はあるの！」 

 

（民宿の食堂で、海都が、恋人 さくらに電話をかける・・・） 

 

「あっ さくら？ 俺」  「海都？ どうしたの」  「いや、帰るよ！！」  「え？」 

「夏休みは終わり！」  「そう。」  「うん、終わり」 

 

（砂浜で真琴が寂しそうに体育座りをしている所に、広海が斜め後ろに座って） 

 

「なぁ真琴・・・」 「うん？」  「あいつと俺さ、ここ出てくわ。」   

「そうなんだ・・・うん、おじいちゃんね。言ってたんだ！ あっ前も言ったっけ？ 

海や、民宿に来る人たちは みんな帰る為に来るんだって。  来て元気になって・・・それで帰ってくんだって。 

おじいちゃんはさ。民宿をどうゆうふうに思ってたかわかんないけど・・・ 

あたしね。そうゆう人たち見てるの好き！！ いい顔して、帰ってく人 見てるの好きなんだ。 

だから・・・ダイヤモンド・ヘッドが 私の海だと、思うんだよねきっと。そうだよね？」 

 

「うん。真琴・・・」  「・・・・」 「ありがとな。」  「・・・・（涙をこらえて、微笑む）」 

「お前さぁ！ いいか？ 俺より かっこいい奴見つかるまで男選べよ？」 

「（立ち上がって、海に向かって） バ～カ！！ いっぱいいるに決まってんじゃん、そんなの・・・」 

 

・・・・・このあと、真琴ちゃんは、お部屋で 夏の思い出と一緒に号泣です。。。。 ついでにみおも、何回見ても 

８歳の時から、このシーンで号泣です（笑） 広末さん すっごいかわいい☆ 

私の町も海の町なので、生意気にも 「みおのためのドラマ！！」って、パパに言ってました♪ 

ていうか、パパの膝の上の感触が忘れられないなあ・・・（笑）  

夏だったのに、よくあんなイチャイチャしてたものです♪♪ ９７年の夏、楽しかったぁ！！ 

みお的には、主役は、真琴だと思うなぁ・・・ 夏を境に、少女から少し大人になってゆく・・・そんなふうに感じました。 

やっぱ私も、山より海が好きです！！  

将来４０歳ぐらいになったら、海の近くでペンションでもやりましょうかね？（笑） 

 

 

2009-08-08  おかえり＊＊ ほのちゃん♪ 

約１か月ぶりに、戦友ほのかちゃんが、今日の１５時にお母さまとお見舞いに来てくれました。 

黄色と水色のワンピースにビーチサンダル☆ オシャレです！！ ていうか超小さいョ(笑） きゃわいい＊＊ 

病室に入ってくるなり、あの大きなハスキーボイスで、「み～おちゃ～ん！！」って＊＊ 

びっくりしたよぉ。。。 走ってきて抱きつかれました☆ 

みお女の子だから、抱きつくほうだと思いますが♪ 抱きつかれるのもいいもんです(笑） 

 

「逢いたかったよ～ 歩けるようになった？ み～おちゃん、お祭り一緒に行こうよぉ！！」だって☆ 

濃厚なチューをしちゃったョ。 ほのちゃんのファーストキスはもらったぜ(笑） 

ていうか、みおも・・・・ キャ～！！  あっ パパがいた。。。(笑） 

 

写真撮るところがなかったから、１階のフロアで撮ったんだけど、子供病棟の子供たちの展示の準備してて 

梯子はあるわ、配線はあるわ・・・いっぱい人がいて疲れました。 

みんなアクセク働いてるなかで、ポーズをとるガール２人☆ みおも、まだまだガールです！！ 

 

これから、どんな人生を、ほのちゃんは歩むのかな？ 

なにかあったら、な～んでも助けてあげるから、メールちょうだいね！！  

♪～生きてりゃいいさ、生きてりゃいいさ そうさ、生きてりゃいいのさ・・・ 喜びも悲しみも立ち止まりはしない。めぐりめぐって ゆ

くのさ～ 

 

これからの人生、ほのかちゃんに沢山のＨＡＰＰＹがありますように・・・・ 

みおお姉ちゃんはしゃべれないから、そのうち飽きられちゃうかしら？(笑）  
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お母さまが、１，５リットルのコーラと、パンケーキの詰め合わせと、ゼリーを買ってきてくれました。 

お母さま、最高にうれしいんですけど、コーラ以外 隠すところがありません！！(笑） 

でも、なにがあっても食べるぞ♪ 「ブログ読んでます。」って言われて、超はずかしかったです。。。 

これで当分、お菓子の心配はしなくてだいじょぶだ。 

 

また最後、号泣のほのちゃんと お別れするのが切なかった・・・ 

「いやだぁ～ ずっと、ここにいる！！」  やったあ♪ うん、それがいいと、みおも思う(笑） 

な～んちって、さあ、お母さんとおいしいご飯が待ってるョ＊＊ 

と、背中を押すミオなのでした・・・ 

 

年末あたりには、ママとお義父さんと、奈々ちゃん。ほのちゃんファミリーを、舞浜ヒルトンに招待します！！ 

夢のディズニーワールドに みおがご招待しますョ。。。 

ていうか みおちゃん。ディズニーランド行ったことないじゃん！！(笑）  

うん。ガイドブック読んで、なんちゃってツアーコンダクターになります。 

 

～振り返るな、振り返るな。後ろには夢がない・・・ 

ほのちゃん６回振り返って、手を振ってくれました！！ まだまだ、みおの賞味期限は切れてないね(笑） 

 

 

2009-08-12  食べ物の恨み・・・(笑） 

あったかい卵かけごはんが食べたい・・・ 

エクセルシオール・カフェのアイス・カフェラテが飲みたいです(笑） 

東京時代は、カフェでサングラスなんかしちゃって（笑）ノートＰＣ出したり 新聞読んだりして、 

「仕事出来る女！！」を装ってましたが♪ 今思うと 田舎もの丸出しの、おバカなミオでした・・・ 

でも一度だけ、サンケイエクスプレス読んでたら、「なにその綺麗な新聞？ 横書きだねぇ・・・ 

お姉ちゃんかっこいいな。」 って、サラリーマンのおじさまに言われたョ！！(笑） 

 

毎朝コーンフレーク、隠れて食べてるので、少しふっくらしてきたかも。。。 

３０キロ台乗せられるかな？ やっぱ、みおは牛乳と相性がいいのね＊＊ 

でも、子供のころからしっかり飲んでるのに、胸のほうは、さっぱり・・・・(笑） 身長に取られたぞ！！！ 

 

毎日、ミキサーのどろどろごはんを目にするたびに、精神的に落ちる私です。 

おばあちゃん、いいもの おいしそうなの食べてて、うらやましいよお・・・ 

 

 

2009-08-15  ほっかほか。。。ミオちゃん☆ 

今日、あまりにもいいお天気にみえたので、ひとりでがんばって、階段でゆっくり・・・・ 

１０分ぐらいかけて（笑）屋上に上がりました。  登山成功な気分！！ やったぁ。。。頂上ついたよぉ～ 

しかもしかも。。。 ホントはいけないけど、私服を着て行った。  

外に出るのに、あの患者服じゃテンション下がるもんねっ！！ 

 

すっごい綺麗な空気＊＊ 屋上から見える海がキレイ☆ 海入りたい！！ 

ていうか、ひとりでこの景色を見てるのが淋しい。。。 ほのちゃ～ん・・・帰ってきて～(笑） 

 

リハビリルームの機械、今のみおの体調と体力じゃ、ほとんど使えないけど  

ルームランナーみたいのと あのかっこいい自転車に乗ってみたいなあ・・・・ ホントにジムにあるような最先端のやつなのです。 

かっこいい＊＊  

腎臓の病気の影響で、脚はむくんで みおの全盛期の(笑） ２倍近くの太さになりました・・・ 

もう、女の子やめちゃおっかな・・・お風呂入れないし♪♪  

この、太いだけで、中身はスカスカな脚を、徹底的に鍛えてみたいのだ☆ 

 

みずき。ホントにお仕事してだいじょうぶなの？ 

重いお盆や、ビールジョッキ持ってさ・・・ でも、ママが居酒屋さんの社員さんだから、 

きっと元気な子供が生まれてくるよね。 なんなら茨城で、Ｕターン出産しませんか？(笑） 

潮のにおいのする、赤ちゃんが生まれてくるかもョ★ 

しかし、みずきは 自分の信じた道を自分の力で切り開いて、かっこいいです！！ 

 

陸上部出身のみずきから、今、大人気の１００M 女子の 福島千里選手の走りがどれだけ凄いか・・・解説メールが届きました

(笑） 

長い！！ 難しい・・・ でも、わかりやすかった(笑） 
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まあ、簡単に言うと、脚が地面に着地してる時間が短くて 前傾姿勢なのに 体のバランスが崩れてない 

すごい脚力と筋力・・・こんな感じでしょうかね？(笑） 

でも、みずきも速いと思うョ。１００M １２秒台だもん！！ 高校の食堂の日替わり定食 おごるの賭けて競争しても、 

１回も勝てなかった・・・って、今思えば勝てるわけないじゃん(笑） 

もし赤ちゃん女の子で、将来ダンスに興味を持った際は・・・ 

ただでミオお姉さんが教えてあげるとお伝えください♪ 由香里に聞いてみなよ？ 私すごかったんだから(笑） 

言い訳ですが、もうちょっとの・・・いいトコまで行きました♪ ブイブイ言わせてたの☆ 

奈々ちゃんも、みおの手にかかれば、あっというまにパフュームです(笑） 

楽しかったなあ・・・ななちゃんと踊るの♪♪ 

 

ヒロちゃんが、今日奈々ちゃんに、「のり弁」を作ってあげたんだって☆ 

どうやらそれが、すっごく美味しかったみたい＊＊ おしょうゆ、しみこんだ味付け海苔が 

３段になって、綺麗に敷かれてて メールに添付の写真を見たけど 見栄えはあんま、よくないね(笑） 

でもね☆ななちゃん ななちんの大好きな おいなりさんを作れるのは、みおだけです！！ 

ヒロのお弁当に入ってたら、それはきっとジャスコの惣菜コーナーか、京樽みたいなお店で買ったはず。 

だって、作れるわけないじゃん・・・・って、自分で言ってたもん(笑） 

 

ていうかヒロちゃん、ミオも 「のり弁」食べたい！！ 秘密のルートで差し入れてください♪ 

 

あたらしく？「不整脈」が仲間入り！ 怖いョ。。。 みおは「技のデパート」ならぬ、「病気のデパート」です(笑）  

 

2009-08-21  みお、いつもスランプ☆ 

ごはんを食べずに匂いと視覚だけで、おなかをいっぱいにするテクニックを身につけたぞ！！ 

今日は夕方 ななちゃんがお見舞いに来てくれました☆ 今週、初のお客さま♪ うれしかったです。 

みおの周りの女の子。みんな忙しいからしょうがないね。 

買ってきた「ほっともっと」の、しょうが焼き弁当みたいなやつ、食堂でみおの目の前で食べてましたが 

入院して８ヶ月 もう羨ましいという感情は捨てました！！ 

逆に、「匂いだけでいいから、かがせて～」って(笑） 禁煙中の人みたい＊＊ 

 

そういえばパパも、料理人なのにプカプカ吸ってました。 壁紙が汚れるって、ママが怒ってた。 

でもやっぱ、お肉というものを食べてみたいです☆ 焼肉やさんも行ったことない！！ 

ホルモンってなんだろう？(笑） 美味しそうだ。。。 

 

ちょうど朝に コーラが切れて辛かったので、ななちゃんが２リットルのファンタグレープ 買ってきてくれて嬉しかったです。 今年

初のファンタグレープ♪ 重かったでしょ？ ありがとぅ。。。 

でもなんか、食べ物とか小さなことで 喜べる女の子になっちゃったよなあ(笑） 

昔はもっと、ガツガツしてたっていうか、「実力でチャンスを獲りに行く」・・・肉食ガールだったのです(笑） 

 

きのうは３９度になって、かなり辛かったです。枕を涙で濡らしました（笑） あっ・・いつもか♪ 

 

だいたい朝は６時から７時におきて、検査の無い日は薬飲むぐらいで 午前中は割とゆっくりですが、 

今日は、７時台にがんばって屋上に行ってみた☆ 

朝の太陽が気持ちよかった！！ 病院じゃなかったら絶景ポイントなんだけどなあ・・・ 

でも健康な人の早朝の １０キロジョギングぐらいの疲労度でした。。。 おなかすいた～ 逆効果じゃん(笑） 

朝からコーラ飲んで、シュークリーム食べちゃったもんね。。。 

コーラとシュークリームと、コーンフレークのチョコワ君で ナイスバディを創るみおちゃんです＊＊ 

 

ということで、午前中、少し病室のベッドの上で居眠りしてしまいました（笑） 

お仕事されてる方々、申し訳ありません♪ ヒロちゃんはデニーズできっと 昼ピークの準備で大変だった時間帯だろうなぁ・・・ 

でも今朝も３８．７度。 高熱には慣れましたが、常に何をしてても眠いのです・・・・ 

時々、産経新聞によだれがついてます（笑） ごめんなさい。 でもちゃんと読んでますョ！！ 

 

昨日、ＰＬ学園と横浜高校の試合の特集やってて めっちゃ感動しました！！ 

上重アナウンサー超かっこいい☆ 

「毎年やってくれることを期待します」って、おっしゃってました（笑） 

ホントにかっこいい人や強い人は、偉ぶったり気取ったりしない、物腰の柔らかい人なのかなって感じました。 

徳光さんも中山さんも、目線が暖かくて素敵なのです！！ 

ザ・たっちさんが、「いつも大げさに言ってるだけかと思ってましたが、ホントにすごい人だったんですね」 

だってさ（笑） 
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ママと奈々ちゃんと、ヒロちゃんの写真が送られてきました。 

え～ ママ、すっごい明るい素敵な笑顔だぁ！！ いったい、なにがあったの？（笑）  

どんな心境の変化かしら？ お義父さんの愛が伝わったんだねきっと！！ 

みおが そばにいたときは、ママに対してやっぱ私はあせって、厳しい接し方だったのかなと反省してます。 

ごめんねママ。 一緒に元気になりましょうね。 

 

 

2009-08-22  早朝の屋上で、人生について考えてみた☆ 

重い！ 重いよ～ ミオちゃん＊＊ 考えすぎず 感性で勝負しましょう♪ 

今日も朝に、屋上に行ってみました。 

誰もいない、私だけの壮大なスペース！！ 「世界はミオのものだぁ～」と叫びたくなります（笑） 

来年のお正月は、ここで初日の出を観ようっと。。。 

ちょっと待ったぁ～ いくらなんでも２０１０年まで入院してるつもりはありませんョ（笑） 

弱気は最大の敵＊＊ 常にポジティブに生きてゆきたいです。  

ていうか落ちこんだら果てないぐらい ネガティブなネタはやまほどあるのさ！！ 

 

そういえば、中学校は登校拒否児で 出席キープするために 最低限の日数で学校行った日に 

お昼はお弁当持ってないし・・・屋上でひとり 菓子パン１個で時間をつぶしてたことを思い出しました。 

ホントにお金のないときは、体育館でひたすら一人でバスケのシュートの練習☆ 

ななちゃんには負けるが、私だってそこそこの得点率だョ！！ 

なんだか昔から変わりませんな。みおさん♪ 

 

早朝の屋上で、ひとり「ボルトポーズ」をしてみた！！ 少し「シンケンジャー」のポーズに似てないかしら？  

「違うよ、こうだよ！」って、ほのちゃんがそばにいたら怒られそうだ♪ 

ボルトさんのとなりで、一緒に手を空にかざしてる、世界陸上のマスコットに胸キュンです（笑） 

ボルトさんもかっこいい＊＊  

着ぐるみのマスコットのアルバイトは、中学生時代に何回かやったことあるけど、あれだったら声が出ない私でも 退院したらでき

るかなあ・・・なんて思ってしまいました。 

ダンスありなんてやつだったら、夢みたいだなあ・・・ 

由香里に続いて、みおもダンスの世界にカムバックです（笑） 

 

ピザが食べたい。 卵かけごはんと、釜玉うどんが食べたい！！  

浴衣着て花火大会でしょ♪ ディズニーランドデビューして、 あとあと・・・ 

女の子誰もが羨むような、絶世の美女になりたいです・・・・な～んちって☆これは無理かなぁ（笑） 

 

 

2009-08-23  ママに負けちゃう・・・（笑） 

ママに信じられない奇跡が 次から次へとおきてます！！ 

ななちゃんやヒロちゃんから写メールで、ママの笑顔の写真がおくられてきて、 

麻痺してて動かなかった顔の部分と腕の部分が 

少しだけど動いてるよ～ やったぁ！！ 言葉も、ゆっくりとだけど 発音できるようになってきたそうです。 

お医者さんも、「信じられないね～」って言ってたみたい☆ 

 

いやぁ・・・ここまでくるのは長かった。。。 茨城だけに、茨の道でした（笑） 

ヒロちゃん、ななちん お義父さん。 本当に私に代わってママを看ててくれてありがとう＊＊ 

でもママ、昔みたいに怖いママに戻られるのも困りますな。 ほどほどに今の可愛らしさもキープで（笑） 

でもまた、一緒に買い物したり、お茶したいな☆ 

 

そんな私は今日も高熱で汗だくなので、洗濯物もいっぱい・・・・ 

今日はシーツもがんばって病院の洗濯機にかけた。 シーツは病院が洗ってくれるけど 

定期的に洗う日が決まってるし、待ってられないもん！！ みおちゃん、なんか臭い。。。 

香水に溺れるガールです。。。高くなくていいから、いっぱい欲しいよ～ 

 

この晴れた日に、シーツや下着を乾燥機で乾かすのは、女の子としては非常に辛いですが（笑） しょうがない 

だれか、ダウニーなんて オシャレなものは差し入れてくれませんかね？（笑） 

わがまま言ってごめんなさい。 

 

東京マラソンだって当たるかどうかわかんないけど、エントリーしちゃったもん！！ 

リハビリがんばらなきゃ！！ やっと数十メートル 手すりにつかまって ゆっくり歩けるぐらい。 

廊下の手すりにつかまって、１０回ワンセットでスクワットやってます。 
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筋肉痛で辛いです・・・ 腕の力もなくて、一度お尻からコケました。。。 

 

昨日の女子１００M リレーは残念。。。 あの悔しさいっぱいな所が感動しました。 

みおはこれからも、福島千里選手を応援しますよ～ なんたって同い年。すごすぎる！！ カワイイ☆ 

２０１６年 東京で会いましょう（笑） 

 

 

2009-08-27  夏の終わりに・・・ 

ダンスは腹筋と背筋力が勝負なのさ♪ 

腹筋は無くなっちゃったけど・・・ダンススクール時代の、みおと一緒に青春を過ごした(笑）背筋さんのおかげで、 

背中の痛みと戦いながら、リハビリがんばってるのだ☆ 

まるで誰かおんぶしながら走る１００M走みたい・・・(笑） フェアじゃないョ！主催者さん＊＊ 

みおは、１００メールのほかにも、東京マラソンに出場しなきゃいけないんだから！！ 

まだまだはるかに遠い、東京ビッグサイトのゴールです♪ 

 

０９年の夏は、みおを独りぼっちにして、消えていった。。。 

浴衣も、花火大会も、お祭りのラムネやコーラや焼きそばも・・・ 

まぁ、焼きそばは みおのほうが美味しく作るけどね(笑）  

来年に持ち越しです。さようなら、この夏を忘れないわ♪ やっぱみおは、 浴衣美人さんよりも 屋台の元気なお姉ちゃんのほう

がお似合いなのかなぁ☆ 

ということで、ヒロちゃん、ななちゃん 彼氏さんと どうぞ素敵な花火をお楽しみくださいネ！ 

みおは病室で、パソコンと会話してますの＊＊ 

いつになったら、みおに浴衣を着せてくれるのかしら？ きっと、なかなか可愛いと思うョ(笑） きっとステキ！！ 

な～んちって、細すぎてサイズが合わないかなあ・・・ 武器はうなじと鎖骨だけ(笑） コーラの海☆ 

 

だからトイレが遠いんだって！！ カキ氷も控えないと、また大変なことになるよ。。。 

同じ病室のおばあちゃんの、簡易トイレ借りなきゃ・・・な～んてことにはなりませんように。 

 

昔の、みおのふくらはぎにあった、あの細くも・・・硬球のような筋肉 どこへ行ってしまったんでしょうか？(笑） 

そりゃ、歩けなくなっちゃうって。 

 

１９歳の誕生日に、ママに深夜、介護施設の隣の公園の 公衆電話から電話したことを思い出した。 

あれから１年半、早いものです。 負けないぞ！！ でも、からだ熱い(笑） 

 

 

2009-08-29  不良患者になったらダメよ☆ 

「花火大会が終わると、夏が終わるんだよ・・・」  

よっ！！みおちゃんオトナのガールね♪ わたし詩人になれるかな？ 

な～んちって、そんなこといっても一人寂しくお留守番なんですけど・・・ 

あれれ、なんでこんなことになってしまったのかしら？(笑） 

ななちゃん、浴衣の写真☆ 送ってねっ！ 大人の階段昇る・・・ななちゃんの成長だけが楽しみです。 

 

定期的な時間にトイレに行くことにしました。 そうすれば、病室から遠くても大丈夫かなと？ 

ママが元気だったら、怒られただろうなあ・・・(笑）  

大惨事は、未然に防ぐ！ 防げなかったけどさ。。。でも、おむつは嫌だもんね。 

これでも昔は、ナンバー２のホステスだョ。。。 実家のお店ですが・・・ 

なんだか、おねしょして落ちこんで、パパと話し合った頃を思い出しました。 

 

アイスは１日に 1個にしましょう。病人なんだから(笑） 牛乳も控えたほうがいいのかなあ・・・ 

でも、コーンフレークのチョコワくん食べないと、1 日が始まらないのです。 

なんか・・・歩けないし声は出ないし、好きなものも食べれないし、いつまでも病院だし☆ 

なんのために、みおは生きてるのかなあ(笑） 

 

みおだったら、大切な人たちをたとえばお寿司に連れてくとしたならば、 

感じのいい 話もそこそこ面白い 若い美男美女の店員が寿司ロボットで握る 安いお寿司よりも、 

多少無口で、愛想が悪かろうが ちゃんとした技術を持って提供されたお寿司を 

それなりの値段を払って、食べさせてあげたい。 

つまり若さ、目線が同じ 愛想がいい、女性だから・・・そんなものが一番の判断になること自体 アホらしい無知な考えだと思うの

です。 

まあ、お寿司屋さんなんて、行ったことないんだけどね(笑） 



 みおボード 2007. 5～2008. 3 http://mio-board.spaces.live.com/ 

２００８．６～  2008. 3～ http://ameblo.jp/mio8921fuku/ 

カテゴリ： その他 

- 73 - 

 

気持ちだけは盛り上げようと、少し派手な服装をしてみた♪ 

「スカート短すぎよ、みおちゃん！」って、同室のおばあちゃんに怒られました(笑） 

金髪なんてしたら・・・みんなに引かれちゃうかなあ・・・ 危険な誘惑です。。。 

 

 

2009-08-30  花火大会の夜に☆☆ 

昨日は奈々ちゃんもヒロちゃんも 花火大会でのダブルデートを楽しんでくれたようでよかったです。 

ななちゃんは東京にいて知らないから、みおが花火大会の時に、お店の女の子やリュウさんたちと 

お店を出して、焼き鳥とか焼きそばとか 色んなものを売ってたのが想像できないみたい☆ 

まあ よくある定番としては、少し怖そうなおじさんか（笑） 明るく陽気なおじさんの２パターンですが・・・ 

みおのお店は、そこらへんの露店には負けてなかったはずです！！（笑） 

 

中学の先生が、買いに来たときはさすがにビビりました。。。。 

「家の仕事なんで♪」と必死に言い訳。。。（笑）  

「お前は学校にも来ないで、こんなところで働いて」って言われたもんね♪ 

不良少女と呼ばれたみおちゃんも、今ではもう、２０歳です☆  あの頃より、だいぶ丸くなりましたョ 

体じゃないよ、ココロだョ！！ まあ、みおが余程の有名人にでもならない限り（笑） もう先生に会うことはないでしょう。。。  

 

今朝は屋上で、この前ななちゃんが買ってきてくれたエクレアを食べながら、 

怪しげな雲を見て、ため息。。。  なんか、いいことないかなあ・・・・ ロクなことないなあ・・・・ 

チョコレート見ると、血圧が上がって興奮します（笑） エクレアって、チョコにカスタードクリーム☆ 

なんてシアワセな気分にしてくれる ＨＡＰＰＹな食べ物なんでしょう！！ 

♪～チョコレイトディスコ チョコレイトディスコ・・・ って、踊りたくなっちゃったのさ（笑） 

 

そういえば、今はプロのダンサーになったさやかが、こないだメールで 

「中学時代のみおなら、○○ちゃんより、遥かにダンスのレベル上だったよね。みおより踊れないコなんて、いっぱいいるって！！ 

またやろうよ！そばについて 一から教えてあげるから・・・」 って言ってくれました！！ 

○○ちゃん・・・恐ろしくて、みおは言えません（笑） ホントかなあ？ でも、お世辞でもうれしいです。 

東京マラソンに続いて、ダンスもがんばっちゃおっかなぁ！！ 

 

なんで私ダンスやめちゃったんだろう・・・・あの頃は色々あって、複雑でよく覚えてないんだよなあ・・・・ 

高校もそうだけど、とにかく倒れそうになるぐらい 眠かったことを覚えてるのだ♪ 

そういえばあの時、さやかも由香里も 「ダンスやめたら友達やめるから！！」と絶交宣言されましたが（笑） 

今でも友情が続いててうれしいです。  

やっぱ、ひとつの事に打ちこんで真剣に勝負して 勝つことや上手くなることを追い求めてたからこそ お友達になれたのかと思

います。 

みおがお母さんになったら、子供に 「道を踏み外したらいけないよ」ってことと、 

好きなもの大切にするものを いっぱい作ってあげたいなぁと思いました！ 

 

 

2009-09-01  雨の日と月曜日は♪ 

茨城県暴風雨。。。台風直撃！！ 

すごかった、すごかった・・・ 夜 病院停電になったもん＊＊ 

みおは検査の日で、薬もいっぱい飲んでたから ぐっすり眠れてかえってよかったです(笑） 

あと、ニュースで大洗と潮来が映ったみたいだ☆ 

潮来の道路で、風に飛ばされてたみたいです・・・台風中継のお姉さんたら かわいそうにね♪  

ようこそ茨城へ！ 台風が通過したら しらす丼でも食べて帰ってください(笑） おつかれさまでした＊＊ 

 

しかし、もう少し凄い台風だったら、この病院だけ 海の近くだし孤立しちゃうョ。。。 

昨日月曜日で、お店の女の子や奈々ちゃんがお見舞い来ない日でよかったです。 

タクシーもつかまらないだろうしさ・・・  

でも、みおと一緒に数日間、この あほらしい世界から逃げ出して 遭難するのも楽しいかもよ。 

な～んちって、、、入院生活９ヶ月目。アウトドアみおちゃんは、インドア文学少女に転向いたしました(笑） 

 

ほのちゃ～ん。。。大丈夫でしたか？ 夏休みの宿題に追われてたのかな？ 

え？でも、一学期学校行けてないのに、ハンデもらえなかったの？(笑） 

みおが家庭教師してあげますョ！！ 目と目で会話をしましょう♪  

５００円くれたら、私が全部やってあげる！！・・・・うそうそ、冗談。。。 お母さま、怒らないでください(笑） 
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カーペンターズのＣＤを聴きながら過ごす台風の日。 なかなかステキな夜だった☆ 

 

 

2009-09-03  恐怖の宣告。。。(笑） 

人工透析というのをお勉強しております☆ 

あくまで、ひとつの選択肢だそうですが・・・ いやだいやだ。超怖いじゃん。。。(笑） 

こんなことするなら 薬漬けにされて、お風呂に入れないほうがまだいいョ♪ 

しかしどこで みおのからだは、こんなに悪くなってしまったのでしょうか？ 

タバコも吸わないし、好き嫌いないし・・・あっ 中学時代のカップラーメンとハンバーガーの食べすぎかしら？ 

ティーンのときに、アルコールの匂いの嗅ぎすぎ？ しょうがないじゃん。家の仕事なんだもん。 

味覚や食べ物にこだわらないのも、問題ありなんですね。 

いや、みおは作るほう専門なんで(笑） 遠慮させていただきます＊＊ 

 

あんまり早く涼しくなられても、病院のクーラーの温度が下がって 熱くて迷惑だぞ♪ 

みおのからだは、まだ常夏のハワイ、いやインドです(笑） 

熱、下がらないなあ・・・  

だれか、スポーツジムから優秀な先生をスカウトしないと、リハビリ一人じゃうまくできません・・・ 

 

 

2009-09-05  一番最初のお客さんは君だった♪ 

今朝パソコンを開いたら、実家のお店出身で 六本木で働いてるまなみちゃんと 新宿と新橋で働いてる２人の女の子から、 

「みお、声が出るようになったの？」 「喋れるようになったの？」って、メールが入っててびっくりしました（笑） 

 

つい癖で 「言ったら」とか、「話して・・・」って書いちゃうんだけど♪  

正確には 「そう（筆談で）あるいは、（ジェスチャーで）表現をした」 という意味です☆ 期待させてすみません。  

ていうか、さすが！ 一字一句もらさず読んでるョ。。。 ご購読ありがとうございます（笑） 

みんなだいすきだよ。 お仕事終わりで疲れてるのにごめんなさい。 

 

ごめんね。まだ まったく声は出ません。 退院したら どっかの名医のもとでリハビリ頑張ります（笑） 

ガッキーちゃんには お顔はもちろん、どっちが先に 声が出るようになるか・・・でも負けましたの♪ 

 

「あの夏に決着をつけたいの！」 な～んて青春ドラマみたいなことを思った♪ 

中２の夏休みに、勝負をかけた大きなダンスオーディションで 「ラスト８」で負けてから踊る気力がなくなっちゃったんだけど、 

退院したら、小４ぐらいからスタジオとは別に、ず～っと通って 一人で踊ってた、あの海沿いの埠頭に７年ぶりに行ってみたいです。 

あそこで暮らしてた、いっぱいの野良犬ちゃんたち。 ホントの友達のように触れあって懐いてくれたのに 

ダンスをやめて、あの場所から逃げてしまったこと。今でも後悔してます。 

みおが買ってくるごはんや、ドッグフードを頼りにしてたワンちゃんも きっといたでしょうに。。。 

 

でも、私はいつもコンビニのおにぎり１個とコーラぐらいで、絶対 犬のほうが豪華なごはんだったよなぁ（笑） 

超大型犬ばっかで 最初はホントに怖かったです。  

ラジカセで音楽かけて踊ると 前後左右から睨みつけるし。。。 

終わると拍手のかわりに、まだ少女だったミオの脚から体じゅう 舐めやがりましたぜ（笑） 

自転車で帰るとき 後ろから全速力で追いかけてくるのが切なかった・・・ 

あの時のワンちゃんたちの 子供の犬に逢えたりするのかな。 

 

さてさて、リックは元気でしょうか？ もう、おじいちゃんだね♪ 最近逢えなくて寂しいです。  

映画の「HACHI」のＣＭみたいに、どっか穴を見つけて 病室のみおに逢いにきてください（笑）     

育ての親を忘れちゃったんじゃないの～ リック。あのころと今、どっちが幸せなのよ？（笑） 

２００６年は私にとって、ＨＡＰＰＹだらけで今でも懐かしいですが、 

その中には間違いなく、リックに会えたことも含まれているんですョ！！  

キャ～ みおったら詩人みたい（笑） 青春だぁ♪ 

 

 

2009-09-06  改名騒動！！ 

「いいないいな病」になりました・・・ 

テレビを見ても、雑誌を見ても 憧れの女の子のブログを見ても（笑） 何をしてても 

いいな、いいな・・・って♪  欲求不満だぁ。。。 退院したらやばいぞ♪  

 

この際、「ふくだいいなちゃん」に改名します☆ 意外とシックリきますね（笑） 

この前 平原綾香さんがラジオで、新曲「ミオ・アラモーレ」にかけて 「全国のミオさ～ん」って言ってたので 
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心の中で手をあげました☆ ＤＪのモデルのＭＩＯちゃんが、「私の歌」って言っててかわいかった（笑） 

今まで出会った全国の「みおさん」は皆かわいくて綺麗です！！ 負けてるぞ ふくちゃん。。。 

「全国のみおちゃん」の勝負のオーディションから降りて、新しい名前でスタートしましょうか？ 

 

昨日はしょうが焼きの勉強をしちゃったもんね☆ いやぁ奥が深い・・・いろんなつくり方あるんだなぁ。 

ななちゃん、もっともっと料理の腕 レベルアップして帰るので待っててください。 まだまだ、ヒロちゃんには負けられませんョ！  

みおのテーマは、いかに普通の食材と調味料でおいしく作るかです☆  

高いもの使えば美味しいの当たり前だもん♪ そのためには、ここ（腕）を磨かなきゃネ。 

しかしブランクありすぎでしょう・・・包丁で手切ったりして（笑） フライパン持てるかなあ・・・ 

 

そういえば、ヒロちゃんが最近 家系図見てたら、ひいおじいちゃんか、その１代先がイギリス人だったって 

聞かせてもらって 「今まで気づかなかったの？」って、おかしかったです。 

みお昔から、ヒロちゃんに「ハーフみたいに、彫りが深くてカワイイね」って褒めてたもん。 

やっぱわたし、女の子を見る目ある！！（笑） 

 

基本的なお化粧品とか 下着とか、安い洋服とか・・・あと本やＣＤ たまにパソコンで買っちゃうんですけど、 

病院の住所で普通に届くから、最高に嬉しいデス！ ホントはいけないのかなあ？ 

一度、着払いが必要なとき、３０８号室って書いたら わざわざ病室まで来てくださった。 

まるでホテルみたいだ（笑） 宅配便さん。ありがとぅ＊＊ 

 

やっぱ、大沢たかおさんはかっこいいなぁ♪ 昨日テレビに出てて、みおドキドキしました！！ 

ああいう少年ぽさを併せ持った男性がタイプです（笑） 時任三郎さんと、寺尾あきらさんと、大沢たかおさんと みおとヒロちゃん

と あとお店の女の子で合コンしたい（笑）   

目移りして、ドキドキしっぱなしだなあ・・・ な～んちって、冗談ですよぉ。。。 

 

「松坂世代」ってドキュメント本を読みました。 上重アナウンサーの章が面白かったし感動しました。 

松坂さんはライバルで目標でもあるけど 決して追いつけない 凄い人なんだって所とか  

松坂さんは上重さんをライバルとして認めてるけど、「お前は凄いんだから、一緒にしないでくれ」って気持ちとか 

同世代のスター選手に対して  

 

「彼らはおそらく結構近くまで来たんじゃないかと思っていますよ。だから僕も、観るのが楽しみなんです。 

一度当たって潰されてみろ・・・って思いますね、本音を言えば」 

「なぁ、わかっただろう。マツザカの凄さが、俺の気持ちが・・・」 

って所が強烈に印象に残りました。 

あの時のＰＬ学園と横浜高校の選手の皆さんは 今はそれぞれ世界は違っても  新しい違う道で 

まだ人生の 延長戦の勝負は続いてるのですね♪  

上重アナウンサー 毎日平日 テレビの向こうから応援してますョ！！ ファンです（笑） キャ～**** 

スポーツドキュメント本は、やっぱ、面白いなあ！！ 

 

お義父さん。配偶者控除が廃止されると、どれぐらいの負担増になるのでしょうか？  

まったく・・・やってくれるぜ♪   

これでひいおじいさまの名誉を貶める言動を少しでもしたら、ミオひとりで倒閣運動するぞ（笑） 

うちの家計は火の車なんだョ（笑） まぁ、みおがいけないんですけどね・・・ 

 

ちょっと無気力、精神的に落ちてます。。。 私これからどうやって生きていったらいいのでしょうか・・・ 

 

アヤちゃん新店おめでとう！！ お体に気をつけて がんばってね。 応援してるョ！！ 

かわいい女の子 揃うといいね（笑） 

ママもきっと喜んでくれるはず。 ママのお店で育った女の子たちが東京でも大活躍して  

もちろん、新しい道でも目標を持ってがんばってるんだもん。 

みおも少しは、お役に立てたでしょうかねぇ？（笑） これからもよろしくお願いします。いつもありがとう☆ 

 

 

2009-09-10  秋の憂鬱。。。 

午後ヒロちゃんがお見舞い来てくれて、「こんな巻き方じゃダメ！」って(笑） 冷シップとテーピングと包帯で足首固定してくれました。 

さすが！！ これなら ゆっくりだけど歩けそう・・・だいぶ痛くなくなったもん。 

午前中は車椅子にも乗ってみたりして、「楽だなあ。。。クセになりそう」な～んて、怠け心が頭をよぎりましたが 

２０歳のガールのプライドをかけて、もう車椅子には乗らないョ！！ 

 

ヒロちゃんと奈々ちゃんの共同生活も、うまくいってるみたいです。 
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週４ぐらいは、お義父さんの家で ママと４人でごはんを食べて、残りの日は 外食したり 

海が見えるアパートのベランダで、音楽かけながら豚肉の焼肉したり 焼きそば食べてるんだって。 

画像、うらやましかったなぁ・・・ パソコンだと、拡大表示されるんだョ(笑） 

｢妹が出来たみたいで、毎日家に帰るのが楽しみ！！ ありがとね。」 って感謝されましたの♪ 

ななちゃんの可愛さに、ヒロちゃんまでノックアウトです・・・  

 

魅力的な都道府県アンケートで 茨城が最下位って・・・どういうことだぁ！！(笑） 

中山ひでちゃんは、群馬４５位で笑ってましたが、みおは凍りました。。。 

みんな茨城来たことあるのかしら？ なんならミオが、ガイドしますよ～  

Ｕ字工事の茨城ネタは、ほとんどデマですから、本気にしないでください(笑） 

 

１F レストランで、りんごジュースを飲んだ！！ 美味しかった。 

 

 

2009-09-15  ♪～みおを辿る物語・・・ 

毎朝、水道で髪の毛を洗います・・・ついでにボディシャンプ－を使って首まわりと、肩と二の腕ぐらいまで・・・・ 

最低限、胸の上のラインまではきれいに、清潔にしておきたい！  

しかし髪の毛伸びたなあ・・・胸を超えちゃうよ。 

キャミソールを着て、 プールの授業で使った 水着の上に羽織れるタオルをかぶって（笑） 

ひとり泡まみれになって お水で びしょ濡れになってます♪ 

廊下の水道だから人目について恥ずかしいけど 「２０才の女の子らしさ」を天秤にかけるのならば・・・ 

別に恥ずかしくないもん。 だって、お風呂に入れないんだからさ（笑）   屋上で乾かさなきゃ！！ 

 

昨日は暑かったから がんばって屋上までエレベーターを使って歩いた。 

あんまり足を動かさないほうがいいって言われたけど、ホントに歩けなくなっちゃいそうで怖い。 

よっ！ 水もしたたる いい女♪ がんばるョ。 

 

みずきは４ヶ月に入りましたが、写真を見たかぎりでは まったく見た目は変わらず いまでも魚民でがんばってます。 

楽しみだなあ・・・赤ちゃん♪ 今の私の腕じゃ赤ちゃん抱けないなぁ。。。しかし今でも、みずきがお母さんなんて信じられません。 

 

ヒロちゃんは、ママと外出できるように 車を買い換えてくれました。ワゴン車みたいな大きなやつだって☆ 

ななちゃんが、「これで時々、学校や練習試合に送ってもらえる！！」って、いたずらっ子スマイルで言っておりました（笑） 

もう、お姉ちゃんの座は、ヒロちゃんに取られちゃったな・・・ 

みおは時々 お正月やお盆に会っておこづかいをくれる おもしろくて優しいおばさんって位置でしょうかね＊＊ 

あんなにかわいいヒロちゃんが、そんな大きな車を運転するなんて かっこいいです。 

 

この前、お見舞いに来たときに、私が筆談したことといえば・・・ 

ヒロちゃんの ひいおじいさまが英国紳士ってことは 明治時代あたりに日本にやってきて、 

ひいおばあさまとドラマみたいな ロマンチックな恋に落ちたのではないかと・・・・ 大胆な推理だぁ。。。 

みお、今流行の、「歴女」になれるかしら？（笑） 

 

慶応ラグビー ２００９年度開幕戦 対筑波大学３４－３ よし！完璧だ（笑） ナイススタート！！  

目指せ日本一 応援してますョ。。。 今年は早慶戦とか大学選手権 観にいきたいなあ・・・ 

秩父宮で試合見るときは、やっぱバックスタンドですよねぇ・・・ ゲート入って 上がってすぐの高さの観客席が全体の流れを見渡

せて、みおのお気に入りの席です(笑） 

あそこなら、前は通り道だし、大きな人が前に座って 見えないなんてこともないし♪ 

 

由香里ちゃんは、いまや立派なダンスの先生☆ 自分で踊って見せることで クラスの子供たちの目が輝いて どんどん伸びてい

ってるみたいです。 

「昔のこと思い出すね。」って とっても楽しそう！！ 

いつか由香里の生徒が、さやと一緒にダンスのお仕事したりして♪ 夢があってステキだ。かっこいい～っ☆ 

 

私退院しても スタバとかドトールに行けないじゃん！！ そんなことにいまさら気づいた。 

声が出せなきゃ、注文も出来ないよ～ 食券制のカフェなんて、定食屋さんならともかく・・・ 

あ～あ、目標がひとつ消えちゃったな。 

 

東京マラソンの倍率 ８，５倍だそうです。 受かるかな、受かるかな・・・(笑） 

もし当選したら、１０月から約５ヵ月 必死にトレーニングです。どっか、スポーツクラブに行きたい。 

 

毎週日曜日に送られてくる、ほのかちゃんのフォトメールがしあわせ♪ 
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ほのちゃんどこまで みおのハートに ストライクなボールを投げこんでくるのでしょうか☆ 

ダルビッシュさんや、岩隈さんに負けないぐらいの、ナイスな投球術であります(笑） 

学校、不安だったよね？ でも、友達たくさん出来て、みんなと仲良くなれたようでうれしいです。 

みおは、ほのちゃんの性格なら、すぐにクラスのみんなに溶けこめるって思ってましたよ。 

 

病院でみおによく 童話とか、本を朗読してくれました。 「なんてうまいんだろう・・・」って感心しましたが、 

先週あった授業参観、国語の時間で ほのちゃんが登場人物 ひとりずつ声を替えて朗読して 

クラス中、大爆笑だったって、お母様が教えてくれました。 すごいネ！ みおも聞いてみたかった。 

将来は、ラジオのＤＪなんてどうかなぁ？(笑） 窪田等さんみたいな、名ナレーターになったりして！！ 

退院したら、約束どおり一緒にご飯を食べましょうね。 ななお姉ちゃんやヒロちゃんも一緒だよ。 

 

ほのちゃんに影響されて、毎週日曜日、「シンケンジャー」に夢中になる みおちゃん♪ 

今度は ほのちゃんの「シンケンジャー」についてのマシンガントークにも、きっとついてゆけると思います(笑） 

 

ヤマザキ秋のパン祭り、１２点集めて ディズニーランドに行くぞ！！ 

みおのまわりの女の子は、自分で食べるヤマザキの菓子パン持参してくる・・・  

これ、お見舞いの必須条件(笑） パンは一口でいいから、袋をください(笑） 

パパに会いたい。 パパの働いてたお店に行ってみたいです。 

 

なんか、記憶が薄れてるっていうか・・・(笑） 薬の影響かしら？ 脳が衰えた・・・ 

昨日から少し強い薬になったり、治療法も秋のリニューアルでございます♪ 

これからは、寒くないから、みおは得だ。 服なんていらないもんね。 

平熱が低すぎる女の子の皆さん。 それは大変なことなのです・・・ 

｢体温を上げると健康になる」（サンマーク出版） って本がベストセラーなんで、ぜひ読んでほしいです。 

 

今年になって、何も声を出さずに、ノートとＰＣと筆談に ただ必死で字を書いてるだけ・・・ 

わたしっていったい、ほんとに２０歳の女の子なんでしょうかね？(笑） 

 

 

2009-09-19  内職から大金持ちへ・・・（笑） 

最近は気持ちも落ちこんで、「なにがシルバーウィークだよ。」とか（笑） なにもかも、みんなめちゃくちゃになってしまえばいいん

だぁ・・・とか、破滅願望に襲われてましたが♪♪ 

やっぱり、いけない 悪い考え方だったと反省してます・・・・ 

叩けばたたくほど、真っ黒に汚れてゆくミオであります＊＊  でも人工透析はしないョ！！ 怖すぎだって。 

 

よし！捻挫、少し痛いけど、もうだいじょぶ。 明日からリハビリがんばるぞ。 

 

久しぶりに餃子が作りたいです。 ひき肉とキャベツと白菜とニンニクと調味料持って、誰かお見舞い来てくれないかなあ・・・ 

宛名書きの内職が あまりにも重労働 低収入なので（笑）  

今度は餃子をひたすら包む内職とか、どうでしょう？  

ヒロちゃん一緒に 餃子の会社をやろうョ！！  みおが作って、箱詰めして売るのはまかせた。 

２０個 ３５０円ぐらいでどうでしょうかね？ 高いね・・・２５０円だね（笑） 

「打倒宇都宮餃子！」ということで 志は高く、いっしょにお金持ちになろうねっ♪ 

 

東野圭吾さんの新刊 「新参者」 さっそく手にしました。 お店の女の子がくれました。 ありがとう☆ 

下町で起こった女性の殺人事件を、おなじみ加賀刑事が 短編のようなつくりで 街中のいろんな人々に取り調べをしてゆくお話。 

ひとつの殺人事件についての取調べなのに、登場人物が違うから まるで短編小説みたい・・・すごい☆☆ 

下町の 人やお店の絆とか、つながりがあるから、出来るストーリー展開だなあって思いました。 

でも加賀刑事さんは、「眠れる森」のラストシーンで ダンサーの未緒ちゃんと結ばれたじゃん！！ 

一文字違いですが、自分のことのように嬉しかったみおちゃん♪ 

ちょっと、ちょっと・・・その後 どうなってるのよ！（笑） 

 

いよいよラグビーシーズンですが、最近はテニスみたいな（笑） 陣地の取り合いの つまらないキックの蹴りあいはあるけど・・・ 

ドキドキするぐらい、うまくハイパントを蹴れる選手が いないなあってがっかりです。 

タッチキックや 逃げのキックは味がないけど、ハイパントって職人な感じがする！！（笑） 

 

フォワード勝負のチームや 華麗な展開が持ち味のチームがあるのと同じように、 

愚直なまでに、スタンド・オフがハイパントを上げ続ける。そんなチームがあってもいいのに（笑） 

これなら戦力の差があったり フォワードの体格差で負けてしまうチームにも 攻撃の活路があるのではないかなぁ？ 

ただ、絶対にぶれずに攻撃をシンプルにすることと、ハイパントの技術を磨くことが重要ではありますが＊＊ 
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だいたい、２２メートル内側でフェアー・キャッチが成立しちゃう、あのルールが 面白味を半減してると思うの♪ 

ボールキャッチで攻守の選手で競り合えば、フェアーキャッチは成立しませんが、なかなかそんな 

うまい位置にボールを上げる選手もいないし、そういう選択肢もあまり持ってないのでしょう。 

 

みおが監督なら（笑） フルバックはサッカー部から ロングキックが蹴れる大型選手をスカウトして！！ 

そしてスタンドオフとセンターには、常に狙った位置にハイパントをあげられる・・・そんな選手を育てますョ（笑） 

 

ヒロちゃんのお父さんに、膨大な昔の試合のビデオを見せてもらいましたが、 

攻撃をシンプルに愚直にこだわるという点では、１９９７年度の花園準優勝 京都 伏見工業の 

自陣からでもタッチキックを蹴らずに 華麗なパスとランニングで攻め続けるチームと 

１９８８年度の茨城 茗渓学園でしょ♪ あとあと！ １９９３年度の同志社大学のペナルティの３点を捨てて、 

全部フォワードからトライを取りに行ったチーム。 大学選手権準決勝 その年の王者明治大学を 終盤までリードしてた試合  

どの試合も手に汗を握って観ました！ すばらしかったです。。。  

 

非効率でも、「これぞ○○」っていうようなチームが見てみたいなあ・・・って思いました。 

決して強くなくても、感動を与えてくれる、明日の活力をくれるような試合・・・観ることができるでしょうか☆☆ 

 

 

2009-09-19  湾岸暴走ガールズ☆ 

今日から２泊でママとお父さんと、奈々ちゃんヒロちゃんで、千葉のほうへ小旅行へ出かけるそうです。 

ヒロちゃんがお給料で、またまた｢舞浜ヒルトン」 若い女の子２人は 明日電車で帰るそうですが、 

２泊目はお父さんがお台場の駅前のホテルを取ってくれたんだって。 

お父さんから「ヒロちゃん、すごいねぇ・・・」って感心のメールが送られてきましたの♪ 

 

ママは、体が不自由だから、ある程度広くて大きい、ちゃんとしたホテルじゃないとだめだとは思いますが、 

またまた、みおを差し置いて(笑）パパのお店に・・・ うそうそ、ありがとう＊＊ 

奈々ちゃんも、ちょうど奇跡的に休日が重なってよかったぁ・・・東京っ子だからお台場は行ったことあるみたいですが、 

湾岸沿いを車で走って、オトナな空間を初体験してねん。。。 

って、みおも泊まった事ないよ。 そんな立派なホテル♪♪ 楽しんできてください。 

 

ママは、パパが働いてたお店を見たりして、思い出がよみがえってくるかな？ 

今頃は、東京湾の夜景を見ながら、４人でＨＡＰＰＹな時間を過ごしていることでしょう。 

私は、ヒロちゃんが どれだけお仕事がんばってるか知ってるつもりなので、尊敬してるし、 

みおがやるべきことを、ママを大切にしてくれて うれしく思ってます。 

 

高校時代から、「みおのママは素敵。かっこいい！！」って、いつも言ってたもんね(笑） 

ていうかヒロちゃん、舞浜ヒルトンのヘビーユーザーじゃん！！  よっ いい女♪ ホントに２０歳？ 

 

明日はお台場見学だって。 混んでるよぉ・・・きっと(笑）  ファ～イト！！ 

おみあげは、ミニーちゃんのぬいぐるみが欲しいです。 パパくれたやつ、もう真っ黒。。。 

 

 

2009-09-20  ヒロちゃん、ガイドさんお疲れさまでした☆ 

「夜の１０時まで起きてられない」って・・・・子供じゃないんだから（笑） 

９時に消灯時間で真っ暗になると、どんなにがんばっても ９時半ごろには睡魔に負けてしまいます。 

薬を飲んでるからだとは思いますが、もう少し弱い薬にしてくれないかなあ・・・ 

なんか、体を誰かにコントロールされてる気分だよぉ。。。 

 

でも必ず、深夜の１時か２時ぐらいには目が覚める。 

昨日はビデオを見た。ダンススクール時代の いろんなイベントで踊ってるみおたちや、Ｊリーグのチームのイベントで 

１年半、チアガールみたいなお仕事をさせてもらった時の 踊ってるビデオとか・・・ 

う～ん。。。 やっぱ、あのころのわたし・・・ かわいい（笑） 

 

ヒロちゃんは、ママとお義父さん、ななちゃんを連れて 旅行を企画してくれましたが、 

昨日は深夜の２時に家を出て、渋滞に備えたみたいだけど、逆方向だし、たいしたことなかったみたい。 

早朝のロイヤルホストで、ゆっくり朝ごはんが食べられたみたいでよかったね☆ 

 

結局、あのあたりに行ったら混んでるのはわかってても、やっぱりディズニーシーに行ったみたいです。 

未経験のみおと違ってヒロちゃんは、何回も行ってるので、ポイントを押さえてて 全然大して待つことなく、 
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スムーズにいろんなやつに乗れたり ショーが観れたって ななちゃんのメールで書いてあった。 

お義父さんは、２０年ぶり 大学卒業以来だそうです。 その時の彼女と・・・って、おいおい♪♪ 

まあ、長く生きてれば、ひとつやふたつ、恋のうわさはありますよね☆ 

 

舞浜ヒルトンの ７F の海が見えるお部屋を、ヒロちゃんが用意してくれたそうだ。 

すごい！！ かっこよすぎる。 社会人とはいえ、ホントにお金だいじょうぶ？ 背伸びしすぎちゃダメよ（笑） 

でも、心からありがとう☆☆ 

みおが小学生の時、パパが働いてたレストランに連れてってもらったこととか、厨房を見させてもらったことや 

食事のことも・・・ 

ママは ヒロちゃんやななちゃんが話すと、一生懸命うなずいて、ゆっくり話して、覚えてくれてたみたいです。 

これでパパにも、ひとつ恩返しが出来たのかな。 

 

さて、「ビュッフェ」って言葉を 初めて昨日覚えました。 

「ビュッフェだから、奈々ちゃんはいっぱい食べられるし、おばさんも安心だね・・・」って、ヒロのメールに 

「ビュッフェって、なあに？ どんなお料理？魚かな？」って返信したミオちゃん☆ 

「品のいい、食べ放題！！」って返ってきましたの（笑） ♪～私バカよね・・・おばかさんよね・・・ 

 

今夜は、ママとお義父さんふたりで、お台場ナイトです。若い者は、早く茨城帰ってきなさい！！ 

夜景を見ながら２人で、高校時代にタイムスリップ～～ 

ママが見てる海と、みおの病院から見える海は繋がってるよ。 キザな台詞も言える オトナの女になりました！ 

 

パパと大学で出会うより先に、ママとお義父さんは出会ってたわけで・・・  

ところが、そのころのママは ブイブイ言わせてて 「高値の花だったよ・・・」とお義父さん（笑） 

それが、２０数年後ふとしたことで再会して ママのお店に通って そこにはミオがいて・・・ 

 

ちょっと、ちょっと・・・次の次の昼ドラのストーリーに使ってくれませんか？（笑）  な～んちって・・・ 

 

 

2009-09-23  ミニーちゃんがやってきた！！ 

昨日、ななちゃんが背中にかついで(笑） おみあげのミニーちゃんをプレゼントしてくれました。 

かわいい～  でも超でかい・・・ ベッドのスペース、ナイスな位置をしばらく独占です。 

古株のミニーちゃんや ミッキーやスヌーピーやカッパ君が、みおに対して 

「そりゃないよ！」って 悲しい目をして訴えてます。。。 ｢僕たちがみおを９ヶ月支えたんじゃないか！！」と・・・ 

うん、１０月になったら、ちゃんと公平にオーディションしますよ。 仲良くしましょ♪ 

パパのくれたミニーちゃんは、汚くてもちゃんと 名誉監督レベルの高待遇で(笑） だいじょぶ！！ 

 

今年も残り、あと１００日☆ どうしよう。今年なんにもやってないよ・・・(笑） 

ずっと、誰かを笑顔にしたいとか、元気にしたいっていうのを、みおの人生のテーマにして生きてきましたが 

そんなこんなで、今年は落第、留年確実ですな♪ 

残り１００日で、奇跡の大逆転を狙いたい。 

 

ななちゃんはいよいよ、合宿や辛い練習を乗り越えて、秋の本格的な試合に入ってゆきます。 

高校の バスケの大会の仕組みはよくわかんないけど、高２の今、ベストな力を出して 後悔の無いようにがんばってほしいです。 

そしていつか、みおも応援に行くでしょう！ 

「ななちゃん・・・ちゃんと来たから。一番のファンが応援に来たから！ だから・・・ちゃんと勝ちなさいよバ～カ」 

って言ってあげる(笑） おいおいミオちゃん、またそのネタですか？ドラマに影響されすぎョ(笑） 

 

日曜日は ほのかちゃんの運動会だって。 「みおちゃんが父母参加の種目に出てくれたらいいのにな・・・」 

ってメールで言ってくれました。 私なら、あっというまに一位でゴールだよ！ コーナーではコケません(笑） 

がんばってね、 前傾姿勢のスタートが大事！！ 福島千里ちゃんのスタートダッシュを観て勉強しましょう。 

 

やっぱ手術を受けないと、何も改善されないのかなあ・・・って思った。 

そろそろ、逃げずに戦う時なのでしょうか？ みおのまわりの女の子はみんな、強くは言わないけど 

「手術しなさい。大丈夫だから・・・逃げちゃだめ。」って言います(笑） 

お義父さんも、本音では手術してほしいって 思ってるのかもしれないね☆ 

 

人工透析っていうのは、詳しくはわかんないけど、先生が言うには毎週月曜日にやってる投薬治療を 

もうちょっと大がかりにしただけで、たいしてかわんないよ・・・って言います。 

ホントかな？だまされないぞ！！ 医療はあんま、信じてない。 

子宮と卵巣の病気で入院したときも、ママが倒れて運ばれた病院も、正直、不信感を感じたことが何回かありました・・・・ 
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麺棒で薄く延ばした、うどんやそばのタネのように・・・・薄くなったミオ＊＊ 

おなかだけは 栄養失調気味でぽっこり。。。 ただでさえ小さかった胸が消えて無くなったぞ！！(笑） 

 

 

2009-09-23  ミニーちゃんがやってきた！！ 

昨日、ななちゃんが背中にかついで(笑） おみあげのミニーちゃんをプレゼントしてくれました。 

かわいい～  でも超でかい・・・ ベッドのスペース、ナイスな位置をしばらく独占です。 

古株のミニーちゃんや ミッキーやスヌーピーやカッパ君が、みおに対して 

「そりゃないよ！」って 悲しい目をして訴えてます。。。 ｢僕たちがみおを９ヶ月支えたんじゃないか！！」と・・・ 

うん、１０月になったら、ちゃんと公平にオーディションしますよ。 仲良くしましょ♪ 

パパのくれたミニーちゃんは、汚くてもちゃんと 名誉監督レベルの高待遇で(笑） だいじょぶ！！ 

 

今年も残り、あと１００日☆ どうしよう。今年なんにもやってないよ・・・(笑） 

ずっと、誰かを笑顔にしたいとか、元気にしたいっていうのを、みおの人生のテーマにして生きてきましたが 

そんなこんなで、今年は落第、留年確実ですな♪ 

残り１００日で、奇跡の大逆転を狙いたい。 

 

ななちゃんはいよいよ、合宿や辛い練習を乗り越えて、秋の本格的な試合に入ってゆきます。 

高校の バスケの大会の仕組みはよくわかんないけど、高２の今、ベストな力を出して 後悔の無いようにがんばってほしいで

す。 

そしていつか、みおも応援に行くでしょう！ 

「ななちゃん・・・ちゃんと来たから。一番のファンが応援に来たから！ だから・・・ちゃんと勝ちなさいよバ～カ」 

って言ってあげる(笑） おいおいミオちゃん、またそのネタですか？ドラマに影響されすぎョ(笑） 

 

日曜日は ほのかちゃんの運動会だって。 「みおちゃんが父母参加の種目に出てくれたらいいのにな・・・」 

ってメールで言ってくれました。 私なら、あっというまに一位でゴールだよ！ コーナーではコケません(笑） 

がんばってね、 前傾姿勢のスタートが大事！！ 福島千里ちゃんのスタートダッシュを観て勉強しましょう。 

 

やっぱ手術を受けないと、何も改善されないのかなあ・・・って思った。 

そろそろ、逃げずに戦う時なのでしょうか？ みおのまわりの女の子はみんな、強くは言わないけど 

「手術しなさい。大丈夫だから・・・逃げちゃだめ。」って言います(笑） 

お義父さんも、本音では手術してほしいって 思ってるのかもしれないね☆ 

 

人工透析っていうのは、詳しくはわかんないけど、先生が言うには毎週月曜日にやってる投薬治療を 

もうちょっと大がかりにしただけで、たいしてかわんないよ・・・って言います。 

ホントかな？だまされないぞ！！ 医療はあんま、信じてない。 

子宮と卵巣の病気で入院したときも、ママが倒れて運ばれた病院も、正直、不信感を感じたことが何回かありました・・・・ 

 

麺棒で薄く延ばした、うどんやそばのタネのように・・・・薄くなったミオ＊＊ 

おなかだけは 栄養失調気味でぽっこり。。。ただでさえ小さかった胸が消えて無くなったぞ！！(笑） 

 

 

2009-09-25  みおサンタになる。 

今年のクリスマスは・・・サンタさんに立候補します！  

ママやお父さんに、ななちゃんやヒロちゃん、お店の女の子や ほのかちゃん 

そして、みおが愛する沢山の大切な人々と 世界中の子どもたちに☆ プレゼントを 1個あげたいのさ♪ 

だから、おかねほしい(笑） お金持ちになりたい。 人を笑顔にするために お金使いたいです。 

中学時代から、就職した 1年間までずっと続けてた、月 5000 円の フォスターチャイルドプランも、またやりたい。 

 

去年は、クリスマスのインフルエンザから、今につながる悪夢だもんなあ・・・ 

今年はみお、ミニスカサンタになっちゃうョ(笑） ３年ぶりに、あの黒いやつ着ちゃおうかしら？ 

今からバイトしなきゃ間に合わないよぉ。。。 ～わたしは、失業サンタ♪ 

プレゼントの持ってないサンタさんなんてねぇ・・・（笑） プレゼント入りの白いリュック 重くて背負えるかなぁ？ 

 

マックの復活のマックのチキンタツタが食べたいの。 ヒロちゃんどうしよう？ １０，１５までだって！！ 

いくらなんでも、あと半月じゃ、退院できません。 超美味しいんだよ。 食べたいよ～(笑） 

一気に食べたいものランキング トップ３にランクインです！！ 

 

あと１００日、毎朝屋上に行って 海から昇る太陽を見ることを日課にする。 
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富士山に登頂成功して、ご来光を見るのって、あんな気持ちなんだろうなあ・・・・ 

みおちゃん、エレベーターは使ったらダメですョ！！ 不正行為は一発退場＊＊ 

 

短距離これからは 1 回フライングしただけでアウトになるそうです。 う～ん。。。厳しすぎだよぉ・・・ 

そういえば、おとといの福島千里ちゃんのレースには興奮しました☆  

ナイススタート♪ かっこいい～ あと、超かわいい。 お友達になりたい(笑） 

同い年の女の子の活躍には 勇気づけられる思いです。 

さてさて、ほのかちゃん＊＊ あさっての運動会５０M走は、ゴールラインの１０メーター向こうに みおが待ってると思って・・・ 

ゴールラインを全速力で走り抜けるんだョ！！ そしたら絶対、だいじょうぶ。 

最初の１０メーターは、地面を見て走るぐらいの気持ちで、体を前に倒してスタートするの♪ 

みおのお友達の、みずきちゃんっていう すっごい足の速い女の子を 専属トレーナーで派遣したいなあ・・・ 

あっ。。。妊娠中だった（笑） ごめんごめん・・・ 

ほのちゃん目標は３番だねっ。。。 でも一番になるつもりでがんばるんだよ。 

ご褒美は、冬のサイゼリヤデートです。 みおと一緒にピザとドリアと食べて、ドリンクバーで語りあいましょう！ 

 

あやちゃんの新店の写真も 画像で送られてきましたが、オシャレでかっこよかった。 

お皿洗いでも お掃除でも・・・元気になったら何でもみおを使ってね。 

女の子かわいいみたいだし、声は出ないから、接客の方はもう出る幕はありませんが・・・(笑） 

 

ジムキャリーさんの「クリスマスキャロル」 そして寺尾あきらさんの「さまよう刃」 ぜったいみたいです。 

流星の絆の柏原刑事も、みおのなかでは 絶対寺尾さんだったもん！！ 

病院を脱走して、映画館へ～ 逃亡者みおちゃん！！  

誰か・・・車が必要だよぉ。。。 チップは弾みますぜ(笑） 

 

 

2009-09-27  愛はプライドより強く♪ 

病室でプライドだけで、今を生きている。 

パパが 愛してくれたこととか、 「みおは絶対いい女になるぞ！」って言ってくれたこととか（笑） 

ダンススクール時代に、ステージの上で貰った拍手とか・・・イベントで人前でたくさん踊ったこと。 

日本青年館のステージに立ったこと。 超有名歌手の、バッグダンサーオーディションの最終まで残ったこと♪ 

ラグビー部では、花園には行けませんでしたが、心が震えるほどの感動を何回も味わえた。 

この濃厚な１０代がなければ、今とっくに、挫折してあきらめて、もっと病状は悪くなってることでしょう。 

まぁ・・・こうやって書くとかっこいいけど、みおはいつまでも「過去の栄光」と、 

「輝かしい陽のあたる場所」から離れられないのさ（笑） 

いいかげん現実を見なさい！！ 現実から逃げちゃだめョ☆ 

 

そして、お義父さんやママやヒロちゃんを初めとして、お店の女の子や たくさんの人に心配してもらって 

愛されてるおかげで、なんとか現状維持で悪くなることなく、生きていられる気がします。 

ていうか、これ以上 悪くなったら大変なことになりますが（笑） 

 

さてさて、こんな強気なミオも、ほんとに掴みたいものが目の前にあったら、 

自分の小さなプライドなんて捨てられるのだろうか？ それとも、自分の心の中にあるプライドを大切にするでしょうか？ 

う～ん。。。むずかしいね。 おばあちゃんから教わったようなことや、思想的なことは 何があっても絶対譲っちゃいけないと思う

けど・・・ 

ななちゃんや、家族や友達のためなら、どんな仕事だってできますよ～ 

サンタさんになるためには、プレゼント買うお金が必要なんです。神さま・・・働かせてください＊＊ 

あたし漫画の「プライド」でいうなら、萌ちゃんタイプ（笑） ていうか萌でしょ！！  

 

ほのちゃんに 福島ちーちゃんばりの、前傾スタートを薦めたみおですが、下半身の筋力が発達してない 

小学校低学年の女の子。 

しかも、あんなに小さくて細い ほのかちゃん。。。。スタートで転ばなかったか心配です！！ 

ちなみにみおは、小学生の時は短距離早かったもん。 運動会のヒロインでした☆ 

リレーの選手にもなったし、最低でも２番。 ３番になったことなんて、なかったの（笑） 

大器晩成の反対語はなんていうか知りませんが、 みおのピークは小学生の時なのさ♪ 

 

今朝は寝てるときから、自分のおなかが空腹で、グ～グ～鳴ってるのがわかってた（笑） 

石原ゆうみ先生の医学論、「朝食は抜け！」とか、運動や食事で 発汗や排出もしっかりしつつ、 

塩分をしっかり摂って 体を温めることが大事とか・・・・ 「体を冷やすことが万病のもと」 って話も 

ほとんど納得して わかりやすくて 専属ドクターになってほしいぐらいファンですが☆ 

しょうが紅茶も飲めるけど・・・しかし先生、みおは朝ごはん 抜かなくても大丈夫じゃありませんかねぇ？（笑） 
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2009-10-03  憧れの背中・・・☆☆ 

ななちゃんがバスケ部の、先輩の３年生に 

｢卒業したら、来年は ななが７番つけるんだよ。 奈々に７番 あげるよ。」って、言ってもらったんだって！！ 

キャ～ 青春☆ いい話♪ 

でもみおは、今の奈々ちゃんの「９番」のユニフォームも、かっこよくて好き！！ 

どっちも好き。 奈々ちゃんがだいすき(笑） 

あと半年で、ななちんが高校３年生になるなんて、時の経つ早さに恐ろしいです。 

♪～ああ ああぁ～ 高校３年生・・・ 

だってさ、私が介護施設で働いてたとき、まだ中３で、みおちゃんと同じ高校行きたいって言ってたのに（笑） 

最近お弁当作ってあげられなくてごめんね。 お弁当やさんやコンビニのお弁当 あんまり、お肉ばっかり続けて食べないほうが

いいョ！！ 

部活で毎日、猛練習してる奈々ちゃんが太ることはまずありえませんが、せっかくの美貌にニキビが出来ちゃったらかわいそうだもん。 

そんじゃそこらの１０代タレントさんには負けません（笑） 栄倉奈々ちゃんに夢中のななちゃんです♪ 

同じ名前でうらやましいな～ 

 

そういえば去年の今頃、遠征試合の奈々ちゃんに、みおが おいなりさんを皮から煮こんで、酢飯も作って、朝から甘いにおいプ

ンプンさせて（笑） おいなりさん弁当 作った思い出が懐かしいです。 

ちょっと詰めこみすぎた・・・ 足りなかったらかわいそうだと思って♪ 

でも、お友達も「美味しい」って食べてくれたそうで、ななちゃんの株も上がって嬉しかったのさ☆ 

小さいから おいなりさんが大好きな奈々ちゃんに、また作ってあげたいのです。 

茶月や京樽や、ジャスコの惣菜コーナーのおいなりさんに、ななちゃんの舌をとられてたまるかい（笑） 

ここ（腕）と格と品が違うのョ♪ 

 

昨日の夜はあまりにも、おなかがすき過ぎて、差し入れの焼きプリンと、地下の売店で買ったピザポテト１袋と、 

たまごサンドとメロンパンと サケおにぎりを食べてしまいました。あとスーパーカップアイスの抹茶も★ 

宛名書きのお給料が入りましたもので・・・（笑） 絶対退院したら過食症になるよ。 

わたし、ダメな女。。。いけない女・・・・ だいたいお見舞い用とはいえ、地下に売店があるのがおかしい！！ 

いや、私服に変装して 激やせを隠すために重ね着しまくって お化粧しておしゃれして行くミオは、もっとおかしい（笑）  

ど田舎の病院・・・・緩いね～規則が（笑）  

う～気持ち悪い。。。 吐きそう・・・ でも言い訳ですが、この空腹感は味わった人しか絶対わかんないって！！ 

１０月に入ってから 急に不安が襲ってきて、精神不安定なのです・・・・ 

 

 

2009-10-03  浴衣の上に、1 枚羽織りましょう＊＊ 

こんなに涼しいのに、雨も降ったのに 本日 土浦の花火大会開催！！ 

ななちゃん風邪ひかないでよ～ 今は大丈夫でも帰るときはきっと寒いョ。。。 

でも、ママやお義父さんにも ＨＡＰＰＹな時間になってくれることでしょう。 

私も、たこ焼きが食べたくなっちゃった（笑）   

関西出身のみずきに、「何で関東の人なのに そんなに上手く焼けるの？」って ホメられたもんね♪♪   

 

昨日の深夜のオリンピック選考会、悔しかったなあ。 行けると思ってたんだけどなあ・・・（笑） 

美味しいコーラが 悔しくて苦かったもん＊＊ 

でもプレゼンでの１５歳の体操少女 三科怜咲さん。英語完璧で きれいで表現力があって 素晴らしかったです。 

すっごく感動しました。 他国の有名選手や国家元首なんかよりも はるかにメッセージ性と夢があってよかった。 

高橋尚子さんが、目に涙をためて 落選の悔しさを話されてる姿に 胸をうたれました。 

 

やっぱ最近の なんか日本人のクールな感じ。ひとつになるのがダサいとか、熱くなるのがかっこわるい・・・ 

今回の反対派の人たちの意見もそうだけど、「理屈っぽい」 物事を、斜に構えた目線で見る感じとか（笑） 

なんか、恵まれた国って、いやだなあ・・・って思いました☆ 

みおは、それなりに貧乏な苦しい時代も経験してるので、貧乏なのは絶対に、もう嫌ですが（笑） 

かといって、恵まれすぎると、いつのまにか情熱が薄い人間になってしまうのかなあ・・・ 

 

まあ、人のことはどうでもいいんで、みおはこれからも現実をしっかり踏まえたうえで 

ストレートに感情を発露する、好きな人には好きと・・・自分のできる限りの 幸せを与えてあげられる 

そんな女の子になりたいと思います☆☆ 

 

深夜の病室、おばあちゃんたちも、みんな観てました♪ 「あ～ぁっ・・・」のため息が聞こえたよ（笑） 
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2009-10-03  お月さまはきっと あの人と繋がってるのさ☆☆ 

本日３度目の、夜の屋上☆ 

月がきれい。。。 満月です！！ 土浦の花火は遠すぎて、ど田舎だし見えなかった。悲しいね(笑） 

 

お月さま、ミオを 病気で逢いたくても逢えない・・・愛するひとたちのもとへ 連れて行ってください＊＊ 

ついでに途中下車で、スタバやエクセルシオールカフェや サイゼリヤと安楽亭にも行きたいです♪♪ 

 

♪～お月さま、あなたは 私の味方でいてくれますよね？ ねぇお月さま・・・ 

 

寒いよぉ。。。 特別にエレベーター使って帰ろうっと！！ 

ていうか、昨日の深夜の過食症みおのせいで、気持ち悪いんですけど☆ 吐きたい(笑） 

 

 

2009-10-04  サンタさん仮採用・・・ 

新しい内職に、お店の書類の簡単な仕分けと、数字的なことと お客様へのお手紙の代筆などなど・・・ 

うけたまわることになりました。 だいじょうぶかな？ 計算とか出来るかなあ？ みお文系ですよぉ。。。 

報酬は、美紀ねえちゃんのジャッジと気分次第ということになりますが、おかねほしいです（笑） 

やっぱ、ママと美紀ちゃんと、アヤちゃんでやってたことが ママが病気になって、アヤちゃん独立したし 

お店の業務以外でも、やることが山ほどあるんだなぁって心配になった。 

やっぱり、わたしが必要なのか？（笑） 

でも、今振り返ってみれば、ママがいて、明るくて優しい 綺麗でかわいい お姉ちゃんたちに囲まれて働いてた高校時代は、本

当に楽しい、素敵な時間だったと嬉しく思ってます。 

 

よ～し・・・クリスマスのころには退院して、ミニスカサンタになって ほのかちゃんにプレゼントを持ってくぞ（笑） 

シンケンジャーがいいかなあ？ それともやっぱ、ディズニー系か、着せ替えゲームがいいか。 

ディズニーのぬいぐるみだと、ほのちゃんに買ったのに、みおが欲しくなって・・・ 

サンタさん脱走、行方不明・・・プレゼント横取り。。。な～んて、そんな大人げないことはしませんョ♪ 

サンタさんの服装でケーキ売るバイト、やってみたかったなぁ！！まだ出来るかな？（笑） 

もうすぐ２１。それでもギリギリ 平成生まれです。 

 

ななちゃんには、バスケのちゃんとしたシューズ買ってあげたいんだ。 

冬から履きならして、高３の秋の大事な試合の時に、みおのシューズと共に、スリーポイントシュート！！ 

あっ ちゃんと勝ちなさいよ 奈々ちゃん☆ どんどん綺麗になっていって嬉しいです。 

恋はガールの魅力をＵＰさせるのですね。 いいなあ（笑） みおはどんどんやせてくよ。 
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