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2008-04-26 それは論点のすりかえです。 

「見逃せないのは、被告や弁護団を一方的に非難するテレビ番組が相次いだことだ。 

最高裁の途中で弁護団が代わり、殺意や強姦目的だったことを否定したのがきっかけだった。こんな裁判の仕組みを軽視した番

組作りは今回限りにしてもらいたい・・・・」 

山口県光市の母子殺害事件。死刑判決をうけて水曜日の朝日の社説。 

いつものことながら「何言ってんだか」って感じです(笑） 

読売、産経などは、今回の判決を「当然の判決、少年でも残酷なら死刑を科すべき」と書いた一方 

毎日、共同、朝日などは、さすがに冷静に語る本村さんの主張にはかなわないと思ったのだろう 

「マスコミが、被害者感情をことさら強調して煽り、異例の判決が出た。裁判員制度が出来たら、 

あなたは死刑を言い渡せるのか？」的な、「裁判員制度」を持ち出して 

一般市民の心理的な負担につけこみ、なんとか死刑廃止という方向に持っていきたいという 

主張がみえみえで、読んでてみお。吐き気がしました（笑） 

記者会見で朝日の女性記者が、記者名すら名乗らず、(他社は皆、名乗っていた） 

「今回の判決で今後、死刑を科すハードルが、下がることが予想されるが 

どう思われますか」って質問して本村さんが 

「そもそもハードルなんて考え方がおかしい。日本の法律は一人でもあやめたら死刑をかせるのであって、 

それ（永山基準）は司法が作った、ただの慣例にすぎません」って語気を強めて反論されてましたが 

あの馬鹿な質問には、みおも見てて唖然としたもん。 

 

なんでああいう無礼な質問ができるのかなあ さすが朝日って思いました（笑） 

ミオは小さかったから知らないけど、いろんな新聞や雑誌を見てると、 

朝日新聞は少年法の対象年齢引き下げや、厳罰化の風潮に常に反対してたそう。 

拉致問題でもなんでもそう。「弱者の人権を守れ！！」と普段、えらそうに騒いでるのになぜか、 

拉致被害者や犯罪被害者には冷たく 「国家」や「権力」には異常なまでの敵意をみせる、 

この新聞社の本性がみえたような質問だと思った。 

｢水道屋仕事の真似事」「母恋しさに抱きついた」「母胎回帰｣｢死者を生き返らせるために～」 

「押入れに入れればドラえもんが～」等の主張は、あの弁護団は、法廷外で記者会見や 

テレビ番組、雑誌などメディアでも積極的に主張している。 

弁護士のブログを使って、殺害時のイラスト写真などをネットに流すという 

非常識な行為をして、本村さんが抗議したこともあった。 

法廷内の裁判はともかく、外部、一般市民に向かって主張するなら、 

当然その主張に賛同はもちろん、批判を受けるのも自由なはずじゃん。 

朝日新聞さん。そんなこともわかんないのかしら(笑） 

テレビ局や多くのマスコミが弁護団を批判したのは、明らかに一般常識から外れたありえない主張であり 

この連中の思想背景、ふてぶてしさ、被害者に対するあまりにも配慮の欠いた言動。 

そういうものから、とても信頼に値する人たちではないと 多くのまっとうな方々は判断されたのだと感じる。 

朝日は、自分たちの主張が受け入れられなかったからといって、責任を転嫁し 

｢被告人が弁護を受ける権利さえ、一部マスコミは認めない」かのような、論点のすり替えはやめていただきたい。 

今日発売の雑誌「ＷＩＬＬ」は、本村さんの手記、そしてこの弁護団が、 

「犯罪シンポジウム」というイベントで、奥様とお子さんの殺害写真などを使って、また殺害方法など 

笑いながら楽しそうに行っていたって、鮮明にレポートしてあって、読み応えはあったけど、 

あらためて、みお怒りがこみ上げてきた。なんなんだ。こいつら。 

「ＷＩＬＬ」は、女性でも見やすいように紙もきれいだし、字も大きいし 

一部の連中から「ウヨク雑誌」なんて呼ばれてますが（笑） 

みおの考えてることに近いし好きです(笑） 今月号。いっぱい売れてほしいなあ。 

 

2008-11-27 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
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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。 

 

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 

あと何日かでやめるべき。と聞こえかねないと・・・ 
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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。 

 

2009-02-28 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＊＊ 

 

2009-05-03 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 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。 
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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！！ 

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・・・ 

 

2009-07-10 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） 
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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。。。 

 

 


