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平成元年２月１日生まれ・茨城県出身♪（1/4）

☆うえちゃん（上柳昌彦さん・ニッポン放送）関連エントリー☆ 
ごごばん！ 月～木：１～４時、金：１～５時40分（AM1242） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

み～ちゃん♪ビッシビッシいくぞ～！！（2010年10月29日） 

待ってろよ ビッグエコー！！ 首を洗って・・・いや、  
採点機械を磨いて♪ 待っててねっ☆ 

声が出るようになった際には、ふたたび90点台連発を約束
しますぞ（笑）よみがえれ10代の栄光の声＊＊ 

「さくらんぼ」から、「恋におちて」までみおにまかせて♪♪ 

ち～ちゃんとカラオケ行きたいなあ・・・ 顔からすると、、、
清楚だしオシャレだし 歌うまそう（笑） 

失ったものを嘆いてばかりだった 21歳の今年の私を反省
しています☆  

足りないものを補いあって 助けあって生活している、子供
病棟のキッズ達の姿を見て教えられました。 

今では 駄目になったり悪くなったものを嘆くのではなく 
生きていられることに感謝し まだ残ってるものと頑張ろ
うと思いました！ 

でも最近ではもう、元気だったころの姿を うまく思い出せ
なくなってるというか＊＊ 

元気な私がイメージできない（笑）どうしよう・・・７才の
頃のみおから ダンスも高校も お店も☆ 

全部『ドッキリ』だったりしたら～～  やめてやめて！ 
あんなにがんばったのよ私♪ 

あの「ドッキリ・ボード」持って登場するのが、徳光さんだ
ったら それもおもしろいかもねっ（笑） 

みお、徳さんだいすき！ けっこう辛口で、「まずい・・・」
とか 「普通じゃん」って言って♪ 中山ひでちゃんに怒ら
れてるトコが胸キュンです。。。 土曜日午前中の、ニッポン
放送のラジオも超おもしろい！！ 

最近は痛みとだるさに、気持ちが沈むことも多々ありました
が、パパの血を引き継げるのは＊＊  

みおだけだということに今さら気づいて がんばって生き
なきゃな～って思いました☆ 

七五三のポスターが、病院のいたるところに貼ってあるよ！  

５歳の時は、パパとママとおばあちゃんと＊＊記憶はおぼろ
げでしたが３歳の時はおばあちゃんとおじいちゃんに連れ
てきてもらったみたいで、なんか大切に育ててもらってたん
だなあ・・・って感動しました！ 

ママのアルバムにあった写真を、最近スキャン(?)してヒロ
ちゃんがPCに送ってくれた♪ 

おばあちゃんも、おじいちゃんも若いデス。。。みおはやっぱ、
千歳飴に夢中でしたぁ（笑） 

あと地下のコンビニに「年賀状・クリスマスケーキ受付」っ
てパンフレットがあったよ☆☆ 

おいおい、ここは病院ですぜ♪ チェーンだからしょうがな
いのか・・・ホントに買えるのかしらん？（笑） 

求人誌も雑誌コーナーで売ってて、時々みおはバイト出来る
子に嫉妬しますの（笑） 

今日は一日中 肝臓と体の検査と数値測って。。。眼科に行っ
て～締めはリンゴジュース！！  

今日もトランジスタラジオと一緒にがんばった＊＊ 

ラジオっ子のみおは平日はツッチーとうえちゃんがバッテ
ィングして困る～っ！！ ２人の男性に振り回される気持
ちって、こんなのかしらね（笑） 今のところは、まだ土屋
さん＊＊ １４年の絆だもん（笑） 

うえちゃんと山瀬まみさんのコンビは完璧だなあ・・・さす
がだ。「ごごばん」も面白くなってきたね！ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

「やせ我慢Aさんツイッターより」
 ＊みおさんは2012年2月1日に
 23歳になりました。 
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いいねえ卒業シーズン。。。（2011年3月24日） 

先週の木曜と今日の「ごごばん」で紹介された、立教新座中
学・高校の卒業式中止にあたっての HPでの校長先生から
の卒業メッセージが、も～う大感動！！ 

中３生にむけての文章なんて、もう道徳の教科書みたいだ
（笑） 高校生への祝辞は、最初はちょっと、正直甘いなあ
…と思ってしまいましたが（笑）  

じわりじわり…漢方薬のように みおの涙腺を刺激しました♪ 

niiza.rikkyo.ac.jp/「ニュース」→「トピックス」より☆☆ 

これを、あの うえちゃんの渋い声で読むんですもの。。。 
そりゃ泣けるわ（笑） 

みお、地震のときは、テレビの無いお部屋で子供たちと遊び
ながら、ラジカセで「ごごばん」イヤホンで聴いてて 
一瞬パニックになって、どうしたらいいかわからないときに 
イヤホン引き抜いて！ ボリュームMAXにして、うえちゃ
んの冷静な的確な声に救われました☆ 

やっぱ、普段はお茶らけた品のいい下ネタなんかも言っちゃ
う（笑）感じのいいダンディなおじさまですが、ここぞとい
うときは、頼りになってかっこいいなって思いましたのさ！ 

私あの時のうえちゃんの声、一生忘れないと思う(笑) 

そういえば、みおは高校の校長先生には「みおちゃん」って
呼ばれてたよ！ 

時々、高３のとき ついでにお弁当作ってあげました。。。 
いろいろ３年間お世話になったもので～（笑） 

わいろじゃないよ～ 校長先生だいすき！ もう、わたしの
ことなんて覚えてないだろうなぁ＊＊ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

よふかししちゃった（笑） （2011年4月6日） 

今日は、鼻チューブ止めるテープ、桜模様の手作り☆☆きの
う、外に散歩に行ったガールが花びらをプレゼントしてくれ
ました！！ 

「いばらきけんで いちばんめのともだちの おねえさん
へ」って☆ 

どうやって使ったらいいか悩みましたが、シンプルにテープ
に綺麗に貼って ほっぺた～首筋に２ヶ所貼ったよ。 

大人の誠意みせた。喜んでくれたもん！ 大好評。。。チェ
リーガールみ～ちゃんです。お姉ちゃんミオっていうの☆ 
簡単な名前でしょ、覚えてね～ 

ていうか入学式がんばってねっ。いやいやリラックスしよう。  

少し同期のお友達、心配してたんだけど会社に行きたくない
よ～とか言うんじゃないかって 数人に「だいじょぶ？メー
ル」送ったら 

「え・・大丈夫だよ。超楽しい！ 先輩もみんないい人ばっ
か。」的なメールが、揃って返ってきたよ 

お前ら仕事ナメてるんか～（笑） ちょっと緊張感なさすぎ
ね  こっちはリラックスしすぎると、つまらないとこでコ
ケるわよ(笑) 

冗談ですよ～まあ、うまくいってるのなら嬉しい。ナイス・
スタート！！  

そうだラジオ、火曜がミワちゃんで、水曜が土屋さん（NACK)
じゃん！ 

こりゃ、夜中が忙しくなるぞ（笑）でも昼間にツッチーの声
が無いと・・なんとも気分が乗らないというか… 

あの時間では12年間、わたしの生活のそばにいた声。まあ
今週から みおは４時間 うえちゃんのお嫁さんになりま
した！ たとえ話よ（笑） 

あと、miwaちゃんかわいかった～３時まで聴いちゃったぁ♪♪ 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お昼過ぎに営業所を出て、石巻方面に向かったとのこと・・・ 
ショック。。。ふとしたときに、涙が止まらないよぉ。。 

こんなことって、あっていいんでしょうか？ ６年前お店の
みんなで送別会とお祝いした あのときの輝いてた嬉しそ
うな顔が忘れられない。 

どう気持ちに決着をつけたらいいのかなあ？初めて味あう
辛さだ。 

今日は肝臓、胃…肝臓は落ち着いてるが、胃が暴れてる（笑） 

背中の痛みをなんとかして～猫背でかっこわるいじゃん(笑) 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

鶴は愛をのせて。。。（2011年4月14日） 

東北エリア、茨城県北部から地震で病院に入院＆避難してる
方々に、きっともうすぐ退院でしょうから 鶴を折ってま
す！おひとり300ぐらいでも綺麗に束ねられるかな？って
思ってたら子供達も大人も患者と看護＆医療の垣根を越え
て（笑）みんな協力してくれたらあっというまにいっぱいの
鶴さん＊＊ 

いろんなところで、「偉いね！」「君はやっぱりすごいな」っ
て褒められてちょっと気持ちいい（笑） 

ていうか、子供さんが皆、鶴の折りかた覚えたよ。すごくな
い？わたし 

悲しく辛く、しかしいろいろ考えた そしてこんな中でも楽
しくも過ごせた１ヶ月だったと思う。 

「Wind beneath my wings～愛は翼に乗って」なのです！ 
みんな仲間。誰かを助けてあげられる、力になれる そんな
女性になりたいねっ＊＊ 

ちょっと、まじめな文章なんて添えちゃったりして～（笑） 
まぁ、書くことは喋ること☆ここで輝けなければ、勝たなけ
れば♪♪ 私の存在価値はない。 

でもでも～広い病院ですから体調良くなっても もっと居て
くれていいんですよぉ！みおにはそんな権限ないけどさ(笑) 

で、今日は暑かったから「アイスが食べたいよ～」って３人
のガールにねだられまして・・・ 

次のお給料が入るまで節約しなきゃならないから100円 
アイスで我慢してもらいました。 

あんま可愛さに負けて甘やかしてばかりいると、みおがカフ
ェテリア行けなくなっちゃうじゃないか！（笑） 

皆さん今日は、月に一度のお楽しみランチの日☆各自食べられ
る食材、メニュー幾つかの中から好きなものをチョイス＊＊ 

牛丼、ピザ ナポリタン、やきそば・・・オムライスにハン
バーグ グラタン。。。 

ここはファミレスじゃないんですよぉ～牛丼には赤ワイン
入れるよね～お嬢さまたち、食感として感じましたかね？ 

絶対このスタンダードメニューなら私が作ったほうがおい
しい（笑） 

うらやましいなあ。わたしその頃、透析中でベッドに縛られ
てたのにぃ！！ 

ちなみに最近は、高田先生のビバリー聴いて、うえちゃん 
ごごばんに行くのが定番コース。 

高田先生って、すっごい人なんだとWIKI読んで知りました(笑) 

テレビ見なくなったなあ～くだらないテレビはこまめに 
消しましょう☆ 

ち～ちゃんが めったに家に帰ってないのに どんどん 
美しくなってるんですけど・・・みおの目がおかしいのか？ 

いや、いい恋してるはずだ！ 今度また教えてねっ（笑） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
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おしゃべり魔女。。。（2011年4月27日） 

午前中肝臓の検査だったんですが、イヤホンのニッポン放送
ラジオから流れてくる ゲストの馬場俊英さんの声に癒さ
れたぁ☆ 

すごいよ、１時間ぐらい出てたよ。生歌もあったよ～  

でも薬が強く、うとうとしながら・・・目はつぶってたけど
脳で聴いてた（笑） 

寝てないもん、ちゃんと聴いてたもん。体、痛かったもん！！ 

カフェテリアでひとり 横にキャンパスノートとペンを置
きながら… 

中野剛志さん著「TPP亡国論」を読みました！！線を引いた
り伏せんをつけたり♪♪  

22歳の私には むむ、むずかしい～でも食らいついていき
ました☆ このハングリーな読書の姿勢 戻ってきた（笑） 

まあ、一度読んで55％ぐらいはマスターできたかな？みお
にしたら上出来じゃん  おもしろかったです。 

あと「あとがき」の最後の ご家族にあてた言葉が 微笑ま
しくて素敵だった（笑） 

お勉強したあとは、からだを動かさなきゃ！！ ダンスダン
スダンス♪♪ 

「まるまる～もりもり。。。」って携帯動画みながら、休憩
で食事にやってきた ち～ちゃんに踊りをチェックしても
らいましたの☆ 

一緒に金曜日、子供たちの前で踊らない？ 私、声でないか
ら歌ってくれる人必要なのよ（笑） 

今日で49日・・・きのうの夜中、Yちゃんから貰ったメール
数えてたら この４年間だけで187通あった。  

昔、持ってた携帯電話と合わせたら、一緒に働いてたからも
っとだ。ずっと大切にしなきゃね。 

今は一日も早く、ご家族の元へ帰れることを願ってます。 
そして時期が来たら、みおも逢いにゆくからね。 

助けてあげられなくて、本当にごめんなさい。 

今日のうえちゃんの「ごごばん」で紅晴美さんが亡き親友に
歌った歌 あれ泣けたわぁ～（笑） 

うえちゃんも、ますやまさんもスタジオも大拍手だったもん。 

腕と脚が 鉛（なまり）のように重いです。動かない。。。 

あれれ、こんなに細いのにぃ（笑）おなかいたい。お腹すき
すぎだ・・・ 

みおちゃんがすきすぎ…っていつか言われたいぜ   

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

長文重い(笑) （2011年5月20日） 

今日地震多いなあ。。。２回もきたよ。むかつく！来るならこ
い。絶対に負けない。 

夕方「ごごばん」で、北斗星とカシオペアが運行再開ってゆ
うニュースやってて☆ 近くにいた鉄道マニアなキッズの
肩をポンポン...って♪♪ 

「乗せてくれるんじゃなかったの～」って無言の圧力を目で
表現したのさ（笑） 

「え～高校入ったらって約束でしょ～・・・」って＊＊超か
わいい。ちなみにまだ小学生☆☆今日、上野駅13番ホームに
カメラ撮影に行きたかったみたいですが、さすがに超遠いし 

体力的にも厳しいみたいで許可されなかったみたいで落ち
こんでました(笑)まぁ、元気になったらいつでも行けるよ！ 

上野から一本ってゆうの、どこの駅だったっけな… 

北斗星とカシオペアが並んでる時が最高にかっこいいんだ
って！そりゃ、そうでしょう(笑) 

飯田のおじちゃんが、「カシオペアは北の大地に咲く、一等

星であります！」って かっこいい名実況してたョ☆ 

うえちゃん、まみさん初めスタジオは冷やかしムードでしたが
（笑） みおは なかなか感動的だと思ったんだけどなあ・・・ 

今日の産経抄よかったけど、もうワンパンチたりないよ。 
鳩山総理の所信表明演説を書いたこの方が・・・21世紀と
はいかに国家を解体してゆくか そのことを（気づかれない
ように）所信表明演説に書いた・・・という趣旨の発言をし
たことは有名な話なんだから そこも書いてほしかった。 

みお、決定的に胃が悪いのよね（笑）胃さんと仲良くできな
いの。だから食べられないんじゃないか～！ 

胃痙攣、胃潰瘍・・・十二指腸潰瘍＊＊ はぁ～ 胃が痛い。。
星野監督の気持ちがわかるーっ（笑）  

今日作ったTシャツは、紺の無地Ｔに 裏じゃなく表に大きく 黄
色で７番の番号アイロンで付けて 左袖に縦に黄色の二本線＊＊ 

右袖には日本国旗と・こっちはゴールドで名前を刺繍しま
した☆ 

自意識過剰で Ｍto～とか、脇腹あたり見えにいくい所に縫
いたくなりましたが 重い…とか子供にまで思われたらかな
しいので あきらめたさ。 

長く着てもらいたいからね☆ 女の子なんだけど 小学校で
はバレーボールクラブに入ってるそうで みおのテーマとし
ては 部活前の自主練で着るＴシャツです♪ 

どうだ!! スポーティーでしょ？ バレーボールというよりバ
スケ、アメフトっぽい(笑) 

運動用とゆうことで 汗をかいたり インナーも着れるよう 
少しゆったりサイズ＊＊ そして～っ 天下のアディダスが
三本線なら みおブランドは二本線・・ 

アディダスって みお的にはイマイチなんだよな～ ナイキ
のほうがカッコイイよ☆ てゆうか、元ラグビー部マネージ
ャーとしては…カンタベリーが一押しですっ(笑) 

あしたガールに渡すぞ！ 喜んで～ 市販で買ったら3000
円はするぜ。 

さあ、これで８枚目のＴシャツ完成。すべて違うデザイン。
みーちゃん天才♪♪  これで情熱大陸出れないかしら？ 
「海の近くの病院で、Ｔシャツを作り続ける若い女性…」み
たいなみたいな～(笑) バカだわたし… 窪田等さんの声だい
すきだ☆ 

でもいまはアスコーマーチに夢中なのさ・ 

最終的には ちーちゃんやお世話になってる病院の皆さんに
も創る☆ 

ちーちゃんには デートで着てゆける☆オトナなＴシャツ…
ということでどうだ！ 

まだ構想は、みおの頭の中＊＊ 

Ｔシャツ仕入れるお金がいるーっ(笑) 女医さん、みお まだ
まだいけます なんかお仕事振ってください。しかしお給料、
終了後手渡しが条件よ(笑) 

みおの仲間の女の子が ユザワヤ？ってゆうトコで買ってく
れた裁縫用具やカワイイのいっぱい送ってくれましたあ～ 
ありがとね・ 超うれしい。 

そして 病院でお世話になった福島からのおば様も、実家の
お店で頑張って働いてくださってるそうで とても幸せです。 
週６だし 下働きだから体力的にも厳しいでしょうから ど
うかお身体にだけは気をつけて、頑張ってほしいです。 

…って 入院中のみおが言うなよ！・ 

なんかあったら遠慮せずに 誰にでも言ってくださいねー 
個人店だし みんな優しいはずだー 

もし不手際な対応したら～ そりゃあもう(笑) 私、オーナー
の娘よ。会社でゆうところの名誉顧問？ つまりなんも権限
ないです(笑) 

「どうされたら、あんな立派な若いお嬢さんが育つのです
か？」って おばさまが美紀ちゃんに 雑談の時に聞いてくだ
さったんだってメールで教えてくれた・  

そりゃもう… ひっぱだくは裏で泣かせるはースパルタと 
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圧倒的な威圧感で、今のみおが出来上がりました～(笑) 

明日また透析がんばります。 最近慣れてきたと…少しなめ
てたら 昨日は強烈な頭痛で 何度か吐いてしまったり足が
つりました(笑) 

体が超かゆいのは もうしょうがないね、あきらめる！  

またあの整体師さん？来てくれないかしら☆ 脚はいいから
背中マッサージしてーっ！！ 激痛… 

あれはきっと みおへの透析一周年のご褒美特別オプション
＊＊ 新人ジャンさんには無かったらしいよ(笑) 

ていうかジャンさん 透析終わると その日だけは好きなも
の食べるようピザ食べに行くんだって～ 

ずるい☆ そしたら ちーちゃんが 
「日本人がお米たべるように イタリア人はピザが不可欠な
んだろうね(笑)」って・  

そっか～ そうだね～ 

育鵬社の公民の教科書は 一番拉致問題について しっかり
記述してます。 

自衛隊の皆さんへの しっかりとした敬意を持てる、日本と
いう素晴らしい国家と日本人であることに誇りをもてる 
素晴らしい教科書であると実感しました 

さあ がっつり読み込んだよ。意味不明なデタラメな捏造 批
判には 実名をあげて徹底的に その愚かな言論人とやらの
姿勢をさらしてやる。 

ていうか、みおの病院の院内学級が国内初の採択じゃないか
～(笑) 

その後 みおが一冊もらって先生用に もう一冊だから たっ
た三冊だけどねー・ 

特に 国旗国歌の項目が素晴らしかったです。色使いも明る
いし、素晴らしい(笑) 

歴史好きな子も何人かいるし 社会のことやニュース熱心に
観てる子もいるから この二冊の教科書で 一緒に勉強して 
お互いもっともっと素晴らしい日本人になって退院しよう
ね～(笑) 

みおは今まで 子供たちに難しい質問されて……なことも
多々ありましたが これからはオトナとして そのようなこ
とがないよう 気をつけるぞ・ 

そして 一つアドバイスするならば 人生は一本の線なんだ 
どんなに辛い現実も受け入れて 線を繋いでゆくしかない。 

リセットという言葉はカッコイイけど そんなものは実際は
なく 過去を遮断した受け入れない人間は どこかで根なし
草になってしまう 

辛い入院生活も これから長い人生の ひとつの過程として 
未来に繋がるよう毎日頑張っていこうね。 

そして将来 プロポーズする、された際には深夜のバーで  
みおの話をするように。 

つまり何が言いたいかというと 充実した過去があると楽し
いよ。将来 つまずいても 救ってくれるのは 過去からの 
途切れなかった線の上にある思い出や出会った人… 

レールに乗った人生で何が悪い！とゆうことが 22才みお
の結論ですの 

型重視の先輩でごめんなさいね～(笑) 

しかし昔はブレイクダンスという 非常に革新的な？ ナウ
いダンスを専門にしてた小学生(笑) 

なんなら教えてあげたいなあ 首を怪我しないようにね☆☆ 

今夜はみーちゃん オレンジジュースの酸味の強さに酔っぱ
らいましたねぇ・ 

消灯一時間半経過…寝ないと～(笑)ヤバイ不良患者になっち
ゃう～ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

3月27日に投稿したなう 

ヒロちゃんが YouTube「ごごばん」検索で 地震発生時の、
うえちゃんの声がアップされてるという事で改めて聞いて
みるとさすがのうえちゃんも動揺してる…有楽町が、そんな
にまだ揺れてなさそうな時 こっちはもう凄かったんだ。 
花瓶か何かが割れる音、まみさんの慌てられてる声も… 

2011/3/27 3:48 

最初パニックになったけど うえちゃんの声で落ち着けたか
ら感謝です。少し子供達を動かさないと落下物で危険だった
の…とても大人として、合格点の誘導とはいえませんが。 
うえちゃんのプロ魂と人間味溢れる声に尊敬しつつも… 
なんでこんな事が起きてしまったのかと改めて哀しくなった。 
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