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あなたがいたから・・・（2009年1月4日） 

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。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

おばあちゃんと、金先生。（2009年2月1日） 

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・980円）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 

「やせ我慢Aさんツイッターより」
 ＊みおさんは2011年2月1日に
 22歳になりました☆ 
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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（阿比留記者） 
台湾人 金美齢氏が語った 日本人への苦言（阿比留記者） 

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） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

こんな日曜日の過ごし方♪（2009年2月8日） 

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、お店行くときに着てた、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） 

* 日教組女性部によるＰＴＡ工作と石坂啓氏の講演（2009/02/08） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

今日のミオ！（2009年5月12日） 

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… 

分相応の女の子☆（2009年9月4日） 

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。 

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） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

未来のこどもたちへ・・・（2009年10月1日） 

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。 
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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」（￥1,575） 

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 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。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

秋 みおがいるよ♪（2009年10月11日） 

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！！ 
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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。 

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） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

夜中に体をかじられた・・・（笑）（2009年10月18日） 

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、○○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） 

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。 



みおボード 
http://ameblo.jp/mio8921fuku/ 

平成元年２月１日生まれ・茨城県出身♪

☆金美齢さん関連エントリー☆ 
（6/6）

 
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・・・ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

アナログが抜け切らない。。。（2009年11月25日） 

「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！！ 


