
辻希美さん激励企画
Date ： 2006/02/13 ～ 2006/02/22

-企画内容-

ご存知の通り、未成年での喫煙と言うことで 2006 年 2 月 10 日付で W の加護亜依さんが謹慎処分となりました。

多くのファンの皆さんが色々な思いを抱いていると思います。

「加護ちゃんの復帰待ってるから！」、「加護ちゃんも辛いだろうけどちゃんと反省して帰って来て！」そう思ってる

方も多く居ると思います。

でもちょっと待ってください。

確かに加護さんの復活を願うこと、応援してあげることは大事だと思います。

でもそれと同時に相棒である辻希美さんのことも気にかけてあげて欲しいのです。

もちろん加護さんも辛いと思います。

でもそれと同じぐらい辻さんだって辛いと思うのです。

これからの活動のことを考えるとそれ以上に大変だと思います。

現に CD 発売も中止になり、TV 出演も放送カットされていっています。

この状況の中、加護さんが帰ってくる場所を作って待っているのは辻さんではないでしょうか。

そして誰よりも加護さんの復活を待ち望んでいるのは辻さんでないでしょうか。

そんな辻さんを応援したい。

心から支えてあげたい。

そう思ってこの企画を立ち上げました。

引用 ： http://www.nono150.com/nozomi/ （企画サイト）
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辻さんへ

今回の事が報道されてすぐ私は、失礼ながら加護さんよりも辻さんの顔が浮かびました。

辻さんのことが心配で心配で仕方なかったのです。

ひょっとしたらこういう企画は辻さんにとって迷惑なだけかもしれない…。

でも何もしないでただ見守っているだけでは、何も伝わらないと思ったので企画を立ち上げました。

迷惑だったらごめんなさい。

だけどこの中には辻さんを思う皆の気持ちが詰まっています。

なので良かったら少しでも目を通してみてください。

私達ファンの声、思いは今の辻さんにとっては頼りない物かもしれません。

何の力にもならないかもしれません。

でも…。

辻さんを一人になんかさせません。

私達ファンはいつでも辻さんの事を思っています。

加護さんが帰ってくるその時まで、私達は一丸となって全力であなたの支えになろうと思っています。

事件そのもの、そしてその後の中傷、批判等で色々傷ついていらっしゃると思います。

でもその反対に私達のように思っている人が居るのを覚えていてください。

どれだけかかっても構いません。

でもまたいつの日か二人が今までのように笑ってくれるのを待っています。

「ダッブルユーでーす」って笑顔で言ってくれる日を待っています。

それまでの間辛いとは思いますが、加護さんの帰ってくる場所を作って上げられるのは辻さんだけです。

それに関しては私達には何も出来ません。

お願いです。

加護さんが「ただいま」って言える場所を作ってあげてください。

そしてまた二人で笑ってください。

オーディション当時の合宿からずーっと一緒だった辻さんと加護さん。

あの当時からずっと私達はあなた方二人に、目に見えない大きなプレゼントをたくさん貰っています。

感動、喜び、幸せ…数え切れないほどの大きなプレゼントです。

今度は逆に私達から渡す番です。

二人に貰った物には到底届かない、小さなプレゼントですが受け取ってください。
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辻希美さん、今大丈夫でしょうか？

加護さんの件では、ショックだったと思います・・・。

4期メンバー追加オーディションから一緒だった相棒だけに、

一番ショックで悔しかったのは同期の辻さんだと私は思います。

でも、こんな時だから、相棒の辻さんに頑張って欲しいです！

加護さんは今、謹慎処分中ですよね。

そんな加護さんが十分に反省して、そしてまた笑顔で帰ってくるところを作ってあげてほしいです。

CD 発売も中止されて、イベントも開催中止になってしまったけれど、

辻さんは、悔しくて悔しくて、ショックで仕方ないと思うけれど、

悪いことの先には、きっと良いことがある。

そのことを信じて、加護さんのことを待ち続けて欲しいです。

今が一番辛い時期だけど、辻さんなら大丈夫！

ファンがいます。

スタッフさんもいます。

体調管理だけは十分に気をつけてくださいね！

病は気からです、自分の心の管理をしっかりしてあげてくださいね。

W として復帰する日を待ってます。

No matter what will happen in the future, no matter how W will be,

I will support Aibon and nono all the time, and always remember what they gave us.
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辻ちゃん、お元気ですか。

今回相方の加護ちゃんがこのような事態になってしまいましたが、

私たちファンには応援メッセージを送ることしかできませんので、

メッセージを送らせていただきます。

また笑顔のダブルユーが見れるように私たちファンは頑張りたいと思います。

辻ちゃんの笑顔は誰にも負けないひまわりのような笑顔。

これからも輝き続けてほしいです。

がんばってください。

辻ちゃんへ。

今、辻ちゃんも大変だと思います。

私はデビュー当時からずっと二人を応援してきました。

ずっと、仲良しな辻ちゃんと加護ちゃんを見てきました。

そんな二人が大変な今だからこそ、ファンが支えてあげるべきだと思いました。

簡単に「頑張れ」とは言えないけど、

ファンは加護ちゃんを信じています。

辻ちゃんを信じています。

Ｗを信じています。

ファンのみんながＷを応援しています。

大変な時だろうけど、加護ちゃんを信じて頑張って欲しいです。

また笑顔の二人が見たいです。

また素敵な歌を私達に届けてください･･･
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自分は加護亜依さん推しですが・・・。

メッセージを送らせていただきたいと思いました。

辻希美さん、申し訳ありません。

ぼくが謝って何か意味があるわけでもないですが、

今回の加護亜依さんの行動については弁解することは正直できません。

一人の加護亜依さんのファンとして謝らせてください。

今このとき、今後・・・本当に大変になると思います。

でも加護亜依さんがいつかまた戻ってくるときまで、Ｗの辻希美さんとして、がんばってほしいと思います。

今まで２人でやってたことが辻希美さん１人の負担になってしまうのは本当にしんどくて辛いことだと思います。

でもがんばってほしい・・・。

Ｗファンであるみんなのために、加護亜依さんのために、そして辻希美さんのためにも・・・。

自分たちファンに何かできることがあれば自分は全力で協力させていただきたいと思います。

辻希美さん・・・本当にがんばってください。

あいぼんも辛いだろうけど、一番辛いのは、ののちゃんだよね。

シングル、アルバム予約してたけど、取り消し依頼の連絡がありました。

でも、いつか必ず発売される日が来るのをずっと待っています。

御二人の最高のハモリが聴ける日がくるまで待っています。

ののちゃんも挫けずに頑張ってね。
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のんちゃん。

あいぼんのことでは本当に驚きました。

あいぼんが謹慎になったことで、のんちゃんもとてもつらい思いをしていることでしょう。

のんちゃんが今、どんな気持ちでいるのか私には分かりませんが、

あいぼんの気持ちを１番分かってあげられるのは、のんちゃんじゃないでしょうか？？

のんちゃん、あいぼんについていてあげてね。

私たちファンは世間がどう思おうと、私たちは二人の味方です。

また二人で笑って歌っている姿を見られるのを楽しみにしています☆

のの、この度は突然の出来事で混乱された事と思います。

あいぼんの件を聞いた時、ショックのあまり号泣されたと聞きました。

ですが、あいぼんの事を嫌いにならないでいてあげてください。

そして、自分を責めないでください。

あいぼんを迎えてあげられるのは、ののだけなんですから。

また復帰されるのでしたら、その時は私も「おかえりなさい」と言わせて頂きます。

Ｗ、二人であるからこそのユニットです。

またお元気なお姿を、二人で一緒のお姿を見せてください。

お待ちしております。

今が一番つらい時期だけどがんばって！

応援するファンがたくさんいることを忘れないで
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今回のこと聞いたときショックというか…なんとも言えないような気持ちでいっぱいでした。

それでもＷの２人が大好きだからこれからも応援していこうって気持ちに変わりはありません!!

あいぼんが帰ってきたときにのんの元気がなかったら２人が落ち込んでしまうと思います。

Ｗには元気いっぱいで笑っていてほしいんです☆

それが一番Ｗらしいと思うんです!!

だからあいぼんがいなくてものんには笑っていてほしいし、

あいぼんが帰ってきたときに自然と２人が笑顔になってほしい☆

そんなこと心配しなくても２人が揃えば自然と笑顔になると思いますがねｖ

でもあいぼんがいない間のんから笑顔が消えてしまったら…

それはきっとのんも辛いからだから…仕方ないと思う。

けどね、出来るならのんには笑顔でいてほしい!!

あいぼんがいなくてものんの笑顔でＷファンのみんなを笑顔にしてほしい☆

そしたらあいぼんが戻ってきたとき最高な状態でまたＷやれると思います!!

どんなＷだって、どんなのんだって、どんなあいぼんだって、

それがＷであってのんであってあいぼんであるんだから!!

色々心配なこととかあるかもしれない。

けど、のんとあいぼんの「Ｗ」を私達ファンの皆はいつまでだって待ってます。

その気持ちは薄れることは絶対ありません。

だって…２人が、Ｗが大好きだから!!

また２人が作るＷの世界楽しみにしてます♪

最後に…のんもあいぼんも笑顔が一番似合ってるｖ

たまに見せる大人っぽさも全部全部大好きです!

辻ちゃん、加護ちゃんがいなくて仕事がやりにくくなったりもすると思いますが、

いつもの可愛いぃ笑顔で頑張ってくださいね！

コンサートなどにはいけないけれど、影ながら応援していますっ☆
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Ｄｅａｒ.のんちゃん

私はハロプロが大好きなずずです。

モーニング娘。を知ったのはのんちゃん、あいぼんがいたからです。

そして５年がたちました。

私は今でもモーニング娘。が好きです。

でも残念なことに、２月あいぼんが喫煙していたことが報道され謹慎処分になってしまいました。

最初は「嘘だ。絶対嘘だ・・・。あいぼんがこんなことするわけない!!」って思いました。

だけどこれは事実でした。

悲しかった・・・。自然に涙がこぼれてきました。

でも、自分は泣いてなんていられない。

あいぼんを待ってる。

のんちゃんとあいぼんがＷとしてＴＶやコンサートにでれることを祈ってます。

のんちゃん元気をだして!!

あいぼんは絶対復帰してくれる、そう信じている。

また２人で「Ｗでーす!!」って言っている笑顔の２人を見たいです。

復活は遅くてもいい、２人で復活してくれることを祈ってます。

今回あいぼんが謹慎処分となってしまい、

しばらくの間辻ちゃん１人での活動となってしまい大変だと思います。

それに、デビュー当時からずっと一緒に助け合ってきたあいぼんがいなくなった今、

辻ちゃんはあいぼんと同じくらい辛い状況にいると思います。

でも、ハロプロの仲間もたくさんいるし辻ちゃんを応援しているファンの方もたくさんいるから頑張って欲しいです!!

そして、早く２人の素敵な笑顔を見たいです。

天使のような「加護亜依」「辻希美」を待っています。
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辻ちゃん、あなたがいつも笑っていてくれてることが、私たちファンの願いです。

今は、辛いことが沢山あるだろうと思いますが、それでも私たちはあなたの笑顔を見たいです。

あなたはいつも一生懸命で、私はそんなあなたが大好きです。

だから負けないでね。

あなたの笑顔に幸せをもらっている人は沢山いるのだから・・・。

辻ちゃん★

今、あぃぼんが謹慎処分になっていて、Ｗの 2 人両方つらい状況にいると思います。

辻ちゃん!!

辛いかもしれないけど、今はあぃぼんのためにもみんなのためにも頑張って下さい。

陰ながらですが応援しています。

そしていつかマタＷの 2 人で活躍できることを信じ、願っています。

Ｗ大好きデス!!!

加護ちゃんの帰りを辻ちゃんと一緒に待ってます。

ダブルユー大好き。

のんはのんらしく頑張ってね。

応援してます。
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のんちゃんへ。

あいぼんがこんな事になってしまって

今 1 番傷ついているのはのんちゃんだと思います。

そして 1 番心配しているのものんちゃんだと思います。

僕たちファンに出来るのは、

あいぼんにはちゃんと罪をつぐなってもらい、

そして復帰した時に暖かく迎えてあげる事だけかも知れません。

そして、のんちゃん。

のんちゃんには本当に辛いかも知れないけれど、

あいぼんが帰って来るまで頑張ってほしいです。

そしてそんなのんちゃんを僕たちはいつまでも応援していますよ。

一人一人の力は小さいかも知れないけれど、みんなで力を合わせれば大きな力になると思うので。

また「2 人そろってダブルユーで～す！」って姿を見たいです。

それでは！

のの、今回の件ですごく凹んでいると思います。

また私たちファンもすごくビックリです。

しかし、あいぼんは法律に違反する事をしたのですから、謹慎処分を与えられて当然だと思います。

あいぼんが処分を受けている間、ののは一人ですが、

何かあったら、親愛なるメンバーやなっちや、ごっちんハローのメンバーに話して、楽になってください。

早く元気になって、のののすてきな笑顔を見れることを待っています。

頑張ってください
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のんちゃんへ

私はそんな立派な人間ではないので亜依ちゃんを責める事は出来ません

でも 6 年間一緒に頑張ってきたのんちゃんは唯一亜依ちゃんに本気で怒れる人だと思っています

私は W が大好きです

何が何でも大好きです

二人の声が聴きたい

のんちゃん亜依ちゃんのパワーを感じるコンサートが見たい

必死と思われてもいいです

のんちゃん、亜依ちゃんを見捨てないであげて下さい

そして W の未来をまだまだいっぱい見せて下さい

のんちゃんの「単独コンサートが出来なかった事が悲しかった」と言う言葉凄く嬉しかったです

のんちゃんの嬉しそうな顔が早くみたいよ・・

僕は実はののちゃんの方が心配だったんです。

いっつも一緒のあいぼんがこんなことになってしまってあいぼんと同じくらい辛い思いをしてると思います。

でも、ファンの皆もきっとまた笑顔の楽しいＷを見れる、見たい！って思ってるから

しばらくは一人でのお仕事も頑張って下さいね＾＾

応援してますよ！
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のん chan。

大変な事になっちゃったけど、のん chan１人じゃないです。

たくさんのファンやスタッフサンがついてます。

あいぼんの事を聞いた時はショックが大きかったと思います。

でも、あいぼんはすぐに帰ってくる。

そう信じて待とう。

あたしはのん chan とあいぼんの２人そろったダブルユーがみたいです。

元気な笑顔が見たいです。

あいぼんがいない間、活動する事が少なくなるけどあたしはずっとのん chan を見守ってます。

がんばってください

20歳の大学生です。

辻希美さんをはじめＷを応援するようになったのは結構最近なのですが、

いつも元気や明るさをもらって毎日頑張れてます。

これからも二人の笑顔を見ていたい人は星の数ほどいると思います。

辛いこともたくさん言われたりすると思うんですけど、応援してる人達がいることを忘れないでください。

でも、苦しいときはちゃんと泣いてください
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辻ちゃん、こんにちは。

私は、辻ちゃんと同じ名前で、１つだけ年上のイタリアに留学中な女の子です。

私は辻ちゃんがデビューした時からずっと大好きで、今でも大好き！

「ぶりんこうんこ」とか、今でも忘れられない大好きなユニットだったりするよ。

辻ちゃんは、今アイボンが隣にいなくて寂しいかもしれない、

でも、私含めファンの皆はずっと辻ちゃんの近くにいて応援していることを、

辻ちゃんに知っていて欲しくて、メッセージを書きました。

今って、辻ちゃんにとって、大変な時期なんだろうね。

悲しいことや、辛いこと、沢山あったと思う。

でも、辻ちゃん、私は、それでめげないで辻ちゃんにこれからも頑張って欲しいよ。

ずっと辻加護コンビでやってきた辻ちゃんにとって、一時的とはいえ、１人でやっていくのは大変だよね？

でも、そのおかげで、辻ちゃんは人間としてもアイドルとしても、

成長できると思うから、前を向いて歩いていって欲しいな。

決してアイボンが犯した失敗を、辻ちゃんも繰り返さないように、

アイボンがしたことを、辻ちゃんもしっかり見て考えて、前に進んでいってほしい。

辻ちゃんは、「失敗は宝」という言葉を聞いたことある？

失敗っていうのは、人生の宝物なの。

なぜなら、失敗を反省して、同じ失敗をしないぞ！と思うことで、

人は成長できるし、それが人を更に魅力的にしていくからだよ。

辻加護は昔から２人で１つ、だからアイボンの失敗も、２人で宝物にしちゃえばいい。

その失敗を乗り越えて、さらに魅力的な２人になって欲しいと思う。

それが、１ダブルユーファンとしての私の希望で、他のファンの人達もそうなんじゃないかな、と思う。

辻ちゃんのこと、イタリアから応援しているから、これからも頑張ってね。

嫌なこと言われたり、読んだりするかもしれないけど、

ファンは決してそんなこと思わないし、ずっと好きで、応援しているから、いつも元気な辻ちゃんでいてね。

辻ちゃん、ファイトー！
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のん、一人で心細いかも知れない

でも無理せずにね。ずっとのんを応援してるよ^^

辻ちゃんへ。

辻ちゃん、加護ちゃんの報道を聞いて、ショックだつたと思うし、信じられない気持ちでいっぱいだったと思います。

私なんかは、今でも信じられないです。

モーニング娘。加入時も一緒。

卒業も一緒。

グループも一緒。

いつも一緒だった加護ちゃんが、こんな事態になるとは辻ちゃんも思っていませんでしたよね。

だからこそ、私は辻ちゃんにがんばって欲しいです。

なんて、私が言わなくても頑張っていますよね。

でも・・・。

今以上に頑張らなくてもいいから。

このままでいいから。

頑張ってください。

私には、辻ちゃんや加護ちゃんに『頑張れ』と激励の言葉しか言えないけど、

ほんの少しでも、辻ちゃんの励みになればいいと思っています。

フレー、フレー、つ・じ・ちゃん！

フレー、フレー、か・ご・ちゃん！

フレー、フレー、だっぶるゆー！

頑張れ！ダブルユー！
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辻ちゃんへ

辻ちゃんに少しでも元気をあげられればと思い、メッセージを送ります。

今、大変な時だと思うけど頑張って下さい。

みんな辻ちゃんや加護ちゃんの事をすごく心配しています。

またＷで活躍している２人を見たいです。

今は加護ちゃんが帰ってくるのを待つ事しか出来ないけど一緒に信じて待ちましょう。

辻ちゃんにはファンのみんながついています。

これからも元気な姿を僕たちに見せてください。

辻ちゃん大好きだよ！！

ののちゃん、あいぼんがいないあいだ大変だとは思いますが、精一杯がんばってください。

キャプテン公演やその他、イベントなどで元気なののちゃんが見られれば私もすごくうれしいです。

生写真やグッズなどを買って応援していきます。

まったくそのとおりだと思いました！

あいぼんは、おいらの気持ちの中では、かなり違う思いもあるのですが、とにかく、良くないことをしてしまった。

そのため、謹慎というのは、仕方なく、早く復帰してほしいと願います。

その中で、のんちゃんの頑張りって絶対必要だし、大変な重責を担ってると思うんですよね。

のんちゃん、がんばって、またひとつ大きな『Ｗ』を作るために、今は、一踏ん張り、がんばれ！
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辻ちゃんへ

頑張って下さい!!!!!

私は辻ちゃんの笑顔に何回助けられたかわかりません･･･

また辻ちゃんの笑顔が見たいです!!!!!

元気出してね！！

ずっと応援しています！

ののちゃん、大丈夫ですか?

W のことは、今本当に心配で、いてもたってもいられなくて、仕事にもあまり集中できていません。

でも、寂しい思いをしているファン以上に、W の二人はもっと辛いですよね。

テレビやインターネットで、厳しい言葉の石がたくさん投げられたと思います。。

たしかに亜依ちゃんは悪いことをしてしまったけど、過ちは償えるものですよね?

人って、やり直せるものですよね?

僕はふたりを信じています。

今までたくさん大切なものをもらったし、これからも絶対に!

大好きでいます。

ずっとずっとずっとずっと応援し続けています。

ののちゃん、元気だしてね！！

あいぼんが居なくて淋しいと思うけど、でもまたあいぼんとののとで帰って来るのを待ってます！！
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辻ちゃん、何かとつらいと思いますが、がんばってください。

いつまでも応援しています。

コンサートでお目にかかれることを楽しみに待っています。

のんちゃんがすごく心配です。

あいぼんのことはびっくりしたけど、

それ以上にいつも一番近くにいるのんちゃんが一番ショック受けてると思うし・・・。

大変だと思うけど、応援してるから頑張ってね！

ののたん。

今、何を思っているのでしょうか？

いろいろと考えていると思います。

今は本当に辛くて泣きたくてたまらないかも知れません。

ですが、ののたんにはファンがいます。

いつもののたんから W から元気や幸せをもらっているファンがいます。

ファンの皆はいつもののたん、あいぼん、そして W を見守っています。

だから時間を掛けてもいいです。

いつの日か W が完全復活した時、笑顔でまた会いましょう。

その時は暖かく迎えるつもりですから。

辛いだろうけど、頑張れ、ののたん！！
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辻ちゃんへ。

俺は辻ちゃんのファンです。

今の辻ちゃんの気持ちを考えると、ちょっと悲しくなっちゃいます。

でも、辻ちゃんは強い子だ、こういう時だからこそみんなの前でとびっきりの笑顔を見せてね。

僕たちファンも一人で不安があるかもしれない辻ちゃんを精一杯支えていくし、心から応援してくから！

またＷとして元気にはじけた二人が見れる日も願って、、

辛いかもしれない、大変かもしれないけど頑張ろうね！

この試練は、君をきっと大きく成長させてくれる！。

のの頑張って。

ののには悲しい顔は似合わない。

辻さんの笑顔には皆を幸せにする力を持っています。

今まで何度元気を貰ったか。

辻さんが知らない所で辻さんに元気を貰っている人はたくさんいます。

なので今はその辻さんの笑顔を見られなくてとても残念です。

辻さんも辛いでしょうが、また辻さんの笑顔みたいです。
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辻チャンへ

今どうしていますか？泣いたりしていませんか？

私はそのことがただただ心配でしょうがありません。

今回の事件については辻チャンにとっても凄く辛い出来事だったと思います。

Ｗとしてやりたかった夢が沢山あると言っていた二人なのに、

その夢を一時中断しなければならない事は本当に本当に辛いでしょう。

だけど、加護チャンがいつか復帰して帰ってきたときに

加護チャンの帰ってきやすい環境を作ってあげられるのは辻チャンだけです。

頑張れとは言いません。

それが辻チャンの負担になって辻チャンがもっともっと悩んでは私達も哀しいので。

ライブやＴＶは辻チャン一人で出ることになりますよね。

でも、辻チャンなら絶対に大丈夫！！

今までだってピンでＴＶ出演した事だってあるんだから。

泣きたいときは思いっ切り泣いて下さい。

でも、今度辻チャンを見る時はいつもみたいに最高な可愛い笑顔をしてくれていると嬉しいな。

のんちゃん、今あいぼんがいなくて寂しい事かと思います。

でも、のんちゃんは一人じゃありません。

のんちゃんには他のハロプロメンバーや応援している私達ファンがいます！！

きっとあいぼんも、のんちゃんに会いたがってる事でしょう。

一日も早くあいぼんが帰って来る事を心待ちにしているので、それまでのんちゃんも頑張って下さい。

辛い試練を乗り越えれば、必ず幸福は来ます。
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２人のＷが大好きです。

つらいし、大変だと思う。

でもどうか、加護ちゃんが帰ってくるまでＷを守ってあげてください。

こうしてメッセージを送ってるわたしたちは、２人の絶対的な味方です。
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