


『　◎　ファイアースカーフ哀歌　』　（＠1985.01.03.多戸さんの“鏡面都市”を読
んで。）

『　◎　ファイアースカーフ哀歌　』　（＠1985.01.03.多戸さんの“鏡面都市”を読んで。）　
2006年11月3日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

◎　ファイアースカーフ哀歌

　

　（別題；　“普通の”（オードゥンリー）ジョーン！）
　

　　　　　　　　　　　　……どっかに Memo があるはずだと思う。

　

　

　『　……第二次世界大戦は遠く過去のものとなり、最早それを直接に覚えている最後の者た
ちが、消えていこうとする時代　　　　　』

　

　

　

　　　Fox．Com 2180　　
　

　

“あなたは、だから今日は、普段（いつも）より遅れて　　でも帰って来るんですよ。
今日はね。……そうすれば私は、明日からも待っていられる。
　　　またどこかで道草をしているな

　　　飲みに行っちまったに違いない　　　てね。”
　「待って　　いてくれるのかね わたしを？」
　

　

（※2180年。つまり「地球人類最後の年」に、安全が確保されているはずの地下シェ
ルターから抜けて、わざわざ地表へ、「最終兵器を止めるために」生きては戻れぬで

あろう旅へと、出て行こうとする「主人」と、「室管理コンピューター」の会話。）
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　（ファイアー・スカーフ・レイクエム。

　　超常能力者部隊

　

　

　　オードゥンリー・ジョーン。　

 



第三次大陸間大戦。　（2014年8月24日）

第三次大陸間（熱核細菌化学兵器）大戦。軌道衛星への一般避難民の受け入れ開始。

2014年8月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
 
 

　　第三次大陸間（熱核細菌化学兵器）大戦。軌道衛星への一般避難民の受け入れ

開始。

《宇宙移民連合》独立宣言。各国軍攻撃衛星群を支配下におき母星上全勢力に対し全

武力抗争の即時停戦と全武装解除を要求脅迫。全戦域での停戦監視成立。

《月都市》と《母星上全国家間再建協議会》による人類共同統治。計画的「全人類」

宇宙脱出計画始まる。

《人狼団》による生命圏テロ。母星地表上全生体死滅。母星軌道上より人類過半が

離脱。

他星系遠距離移民各船団、ほぼ同時期に音信途絶、探知網より消滅。

火星移民船団、内部分裂。半数が地球軌道上へ帰還。

金星移民船団、全滅。

木星以遠衛星圏移民船団、順調に居住空間を確保。

《再建宇宙移民連合》承認。普通選挙による議会制民主主義制度の復活。

母星地底避難施設より生存人類が地表に戻り始める。

 
 

　ｗ（＾へ＾；）ｗ
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　物語には、ちからがある！

　すくなくとも、作者の気休めには、なってるッ！

 

 



あとは野となれ山となれ…☆　（2014年8月25日）

あとは野となれ山となれ…☆
2014年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
 

《東神帝国》、国家協議会離脱。《汎東海神国》建設を宣し、沿岸国家へ侵攻開始。

《第二の月》、母星衝突回避し、衛星軌道に固定。《アルヴァトーレ》が領有を宣言

。

第三次大陸間（熱核細菌化学兵器）大戦。軌道衛星への一般避難民の受け入れ開始。

《宇宙移民連合》独立宣言。

〈ゴウダ・ユク〉、各国軍攻撃衛星群を支配下におき母星上全勢力に対し全武力抗争

の即時停戦と全武装解除を要求脅迫。全戦域での停戦監視成立。

《月都市》と《母星上全国家間再建協議会》による人類共同統治。計画的「全人類」

宇宙脱出計画始まる。

《人狼団》による生命圏テロ。母星地表上全生体死滅。母星軌道上より人類過半が

離脱。

他星系遠距離移民用各船団、ほぼ同時期に音信途絶、探知網より消滅。

火星移民船団、内部分裂。半数が地球軌道上へ帰還。

金星移民船団、全滅。

木星以遠衛星圏移民船団、順調に居住空間を確保。

《宇宙移民連合》再建承認。普通選挙による議会制民主主義制度の復活。

母星地底避難施設ならびに火星移民団帰還船より生存人類が地表に戻り始める。
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各地で小規模な民族集落・都邑国家建設。

大陸４版図相克時代。

第一次地表再統一運動。〈リームのマリアン〉西圏を統一。

第二次地表再統一運動。〈リースヒェン・ソルト〉暗殺による北方統一の頓挫。

　　

第三次地表再統一運動。《遊戯者たちの逃走闘争》始まる。

地球再統一会議開催。地球系人類統一政府《テラザニア》成立。

 
 
 
何百年も経ち「放射性物質」は子ども達によって「浄化」させられてどこかへ消えてしまい、

（※私が12歳の頃に視た「夢ネタ」です。）ｄ(・_・)
2014年8月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
 
（参照：　http://76519.diarynote.jp/200605152329070000/ ）

（今日の分）

第三次地表再統一運動。《遊戯者たちの逃走闘争》始まる。

〈リースマリアル〉、《非暴力不服従徹底口論》を掲げて地球再統一会議開催。

地球統一連合《テラザニア》成立。
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《東神帝国》、国家協議会離脱。《汎東海神国》建設を宣し、沿岸国家へ侵攻開始。
　（2014年８月22日）

http://85358.diarynote.jp/201408220955285609/

ナイショじゃないっしょ。（ないしょの３）

2014年8月22日 リステラス星圏史略　（創作）
今回ないしょにしない。（大事なとこだから★）

《ティカーセラス》史。

【五大陸分散期】各大陸各地にて人類生存、分化発展。

（※各文明圏史・地方国家内史は別巻参照）

群雄割拠。武装集団ごとの機密保持の必要性による共通言語の喪失。

《白の一族》とその分派《色の七支族》技術指導による孤立文明間の遠距離交易始

まる。

各大陸複数国家群生代。侵略と独立、圧政と蜂起の戦乱相次ぐ。

政治産業改革。第一回全国家間協議会。国際商取法成立。

第一次全大陸大戦。停戦。第二回全国家間協議会。

第二次全大陸大戦。終戦。第三回全国家間協議会。これより常設定例議会となる。

《東神帝国》、国家協議会離脱。《汎東海神国》建設を宣し、沿岸国家へ侵攻開始。

《第二の月》、《アルヴァトーレ》により母星衝突回避。衛星軌道に固定。

第三次全大陸（熱核細菌）大戦。宇宙空間への避難移民開始。

《宇宙民》独立宣言。攻撃衛星群を支配下に母星上全勢力に対し全抗争即時停戦と全

武装解除を要求し「脅迫」。全戦域で停戦成立。
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《月都市》と《母星上全国家間協議会》による共同統治。計画的「全人類」宇宙脱出

計画始まる。

参照

http://76519.diarynote.jp/200610100008540000/
http://76519.diarynote.jp/200610120248330000/

＞第二次全大陸大戦。終戦。第三回全国家間協議会。これより常設定例議会となる。

（←今ココ！）

＞《東神帝国》、国家協議会離脱。《汎東海神国》建設を宣し、沿岸国家へ侵攻開始。
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めも。（＾＾；）””　（2010年12月30日）

めも。（＾＾；）””
2010年12月30日 連載 コメント (1)
 
http://topics.jp.msn.com/life/column.aspx?articleid=478280

　……あはははは……☆ｗ（＾◇＾；）ｗ

　ワタクシ、「火星文明滅亡期に立ち会ったことある！」とか妄言している「前世記憶持ち」で

すが……

　なにか？

（これは昨日みつけて、ＤＮ止まっていてメモれなかったやつ☆）

　http://topics.jp.msn.com/life/article.aspx?articleid=477973
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2010年12月30日11:07
＞火星人が生きているのであれば、火星が死の星になってしまった以上、地球上に降り立って生

活圏にしているはずだからだ。

　……えぇ。降り立って歴史を築いて……現世地球人類の祖になってるわけですが……

　なにか？（＾＾；）””
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【答え合わせ】の残りッ！（ぷらすっ）　（2015年2月17日）

【答え合わせ】の残りッ！（ぷらすっ）

2015年2月17日 恋愛 コメント (2)
 
そうそう。なんか忘れてると思ってた…
（＾＾；）

「集団脳内送信」実験の一曲目って…これ？
https://www.youtube.com/watch?v=wj7sjZ4XCIw
言葉にできない　オフコース 

一時期ラジオとか有線とかでがんがんかかってたから、

一応、「知ってる曲」ではあったけど、

男声四重？コーラスで、ピアノ伴奏？だったから、

アルフィーか何かかと思って、検索に苦労しちゃったよ…

ｗ（＾＾；）ｗ

ちなみにこの曲は、ワタシ的には、

「みみっちくて女々しいので嫌い」に分類の曲ですね…ｗ

＞ひとりでは生きていけなくて

って「ＮＧワード」が入ってる時点で、

ヘソを曲げるにきまってるっしょ…？
（＾＾＃）

（誰の選曲だったかは、聴くまでもない…（－－；）☆）

これも聴こえてはいたよ。一応。

バイトが忙しくて、書いてるだけの精神的余裕が無かったさ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=VwJruL9nBwQ
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ラブ・ストーリーは突然に - 小田和正 

「聴きおぼえはあった」けど、「タイトルは認識してなかった」…。
という程度の曲。（＾＾；）

原曲より、こっちの編曲バージョンのほうが、

明るくて好きだな〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=FdCWgBpfePo
クリス・ハート - ラブ・ストーリーは突然に

ちなみにこのクリス君は、（あと10kg減量したら）、
どんぴしゃり、私の「萌えつぼ」顔です…ｗｗｗｗ

２２：２８．

とんだ「３連休の初日」であった…

（掃除も洗濯もしなかった！）

漫画読んで寝ますぅ…☆

おまけ…。（の、ほうが長くなった…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=c7cKoHvVaOg
アルフィー　「終わりなきメッセージ」 1989年US CAMP DRAKE ASC 

（ちなみに、この時期に、「今生の私」は、

　すでに「非戦の誓い」を立ててしまったので…

　このへんのコスプレから後は、聴かなくなりました…（＾＾；）…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=2uxNtQsDEfM
アルフィー　「シュプレヒコールに耳を塞いで」　1996年RED　BRICKS

https://www.youtube.com/watch?v=QQK7UT8UPmY

https://www.youtube.com/watch?v=FdCWgBpfePo
https://www.youtube.com/watch?v=c7cKoHvVaOg
https://www.youtube.com/watch?v=2uxNtQsDEfM
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Brave Love Galaxy Express 999 

https://www.youtube.com/watch?v=5PteudHKk3I
THE ALFEE - 希望の橋 

https://www.youtube.com/watch?v=wVVdTPnneqs
THE ALFEE - タンポポの詩 

…みごとに、「タンポポさらだ尽くし！」で、終始した…ｗｗｗ

　…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=UNE7OZ445SY
[Galaxy Express 999] ~ Brave Love by the Alfee 

観てない。（＾＾；）ｄ

https://www.youtube.com/watch?v=lxAXgVyZF3o
ヒロシマの有る国で／初音ミク

https://www.youtube.com/watch?v=Oml_ruV-8_Q
【坂田おさむ】タンポポ団にはいろう！【鏡音リン】

https://www.youtube.com/watch?v=k62N5kp8z8k
Sekai Ga Hitotsu Ni Narumade Full 

２３：４９．おやすみ。

（＾＾；）

 
編集する

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日1:34
こらー！(-_-#)

私の脳内で「じゃすとわんびくとりぃとぅな〜いっ♪」のワンフレーズを一万回連呼している馬

鹿者っ！(`ヘ´)

もう寝るので安眠妨害は止めて下さ〜いっ！(-"-;)

テルーの歌とかトトロの土笛とか、ナウシカあたりにしといて〜(-"-;)…

（あ、カリシロでも許す。）

おやすみなさい。

明日も揺れるよ〜…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日7:24
おはよう。

今日はたぶん震源が南になるような気がするけど、大穴で北上したりして。(^_^;)

フクイチはどちらにしても末期ですね。

…合い言葉は、【生存！】
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「2016年11月9日 人類は滅亡寸前に追い込まれた。俺はその未来を変えるために来た
」

「2016年11月9日 人類は滅亡寸前に追い込まれた。俺はその未来を変えるために来た」／本当に
日本円を厄除けの札かなんかと勘違いしてるんじゃないか。

2016年11月10日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k3ZD0zClECQ
白虎野の娘 by Susumu Hirasawa 

ぬえ @yosinotennin · 7時間7時間前 
トランプの勝利宣言をテレビで見ていた息子娘

高校生息子｢めちゃくちゃ優等生的なスピーチだな、型通りの｣

中学生娘｢勝利宣言の内容、考えてなかったんじゃない？｣

そんなまさか、ハハハ。………。

ふらっとでぃふぇんす◆FlatJHtUB @FlatDefense · 22時間22時間前 
トランプ「フハハハ、騙されたな当選しちまえばこっちのもんだ！今まで隠してたん

だけど実は俺って礼儀正しく気遣いの出来る男なんだぜ、期待通りのイカした馬鹿じ

ゃなくて残念だったな！俺が大統領になったからには真面目に国を良くしてやるから

見てやがれ！」

みたいな勝利演説

篠崎令子 @GONOW0210 · 23時間23時間前 
トランプさんの勝利演説を聴いているが、すごくまともな内容。帰還軍人たちに敬意

を払うとかスラムを再建するとか、インフラ整備で沢山の雇用を作るとか、冒頭でヒ

ラリーさんに賛辞をおくることも忘れなかった。

ろうピカ @ROUNING_ · 23時間23時間前 
とりあえずトランプ勝利演説の第一声が「諸君、私は戦争が好きだ」じゃ無くて安心

してる

のももん。 @nomochromepaint · 23時間23時間前 
NHK「アメリカ大統領選」
日テレ「速報！米大統領選」

テレビ朝日「トランプ氏勝利宣言中継」

http://85358.diarynote.jp/201611101537147493/
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フジテレビ「LIVEトランプ陣営」
テレビ東京「激震！トランプ勝利宣言」

テレ東が……テレ東が中継してる……！

（前項参照）

　思い出した…ｗ（＾＾；）ｗ

Mark @greenfieldlane · 3時間3時間前 
テレビが異常！

【もしトランプ氏が勝ったら

円高株安が進む】の嘘。

流布したのは反日,恨日テレビ、
騙されたのは日本人だけ。

トランプ氏の勝利からドルが買われ、NYダウも大幅上昇。
円高株安は昨日の日本だけの限定的【日本マスコミショック】

だったなぁ。

自家製パンチェッタ @jikapan · 7時間7時間前 
選挙までずっとふざけた声でアフレコされてたトランプ大統領の演説、勝ったとたん

早速朝のニュースから、勝利宣言が落ち着いた声の声優さんによって吹き替えられ、

なんか威厳ある男性っぽい演出に変わってる。

そういえばオバマ氏のときもごく初期は「俺」とか吹き替えてたとこあった。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 16時間16時間前 
経団連自公党がほくそ笑んでいるよ。

狙い通りじゃないか。

在日在韓米軍にもっと金をよこさなければ米軍を引き上げるという選挙中の発言は、

自衛隊や韓国軍が軍拡する大義名分を与えることになるのだよ。

むしろ世界の戦争産業が望んでいた大統領でしょ。

カミカゼ @mynamekamikaze · 20時間20時間前 
結果はどうあれ、アメリカ人はトランプに賭けたんだろ？アメリカの未来を

じゃあ俺たち日本人は、俺たちの可能性を、日本の未来を信じて腹くくるしかねえっ



てことだ

やってやろうぜ！今度こそ日本に勝利をもたらすために！！中国やらに負けて敗戦国

なんざ二度と御免だ

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 21時間21時間前 
第三次世界大戦フラグだろ

「…いよいよ「終わりの始まり」かな…★」

…んで、

「　次項（リステラス）に続く…⇒　」

…と。ｗ（＾＾；）ｗ…★

０次郎 @zerojirou · 3時間3時間前 
オバマ大統領がトランプ氏の勝利を認めたそうだが、その演説を聞いてるホワイトハ

ウス職員、めっちゃイラついとるな

http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/somber-white-house-staff-listen-obama-
s-election-response-n681516 …
https://pbs.twimg.com/media/Cw3rQW4VQAA-UiF.jpg

Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 4時間4時間前 
【米で抗議デモ相次ぐ 暴徒化も】トランプ氏勝利を受け、米カリフォルニア州などで
抗議デモが相次ぐ。一部が暴徒化し窓ガラスを割ったり、国旗を燃やしたりした。 

Hina @DHAOC3 · 15時間15時間前 
米国大統領選。トランプさんの勝利により、「カリフォルニア州はアメリカから離脱

しよう」という意味で #CalExit というハッシュタグが登場。

masanorinaito @masanorinaito · 15時間15時間前 
来年になるとEU加盟国で相次いで大統領や議会選挙が始まる。
おそらくいくつもの国で、トランプ的な人物と政党が勝利する。

分断や排除は、選挙から始まるのではなく、元々、分断されていたところに「分断と

http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/somber-white-house-staff-listen-obama-s-election-response-n681516
https://pbs.twimg.com/media/Cw3rQW4VQAA-UiF.jpg


排除」を叫ぶポピュリストが登場し、斧を振るって社会を破壊する

想田和弘 @KazuhiroSoda · 16時間16時間前 
民主的な選挙によって、(投票した人の多くはおそらくそのつもりもなく)民主制の事実
上の廃止を決定してしまった。それが「トランプ勝利」の意味するところだ。この結

果を普通の選挙結果のように扱ってはならない。一夜にして、米国は米国でなくな

った。

Hiroyuki Takenaga @nynuts · 17時間17時間前 
私が住むNJ州の選挙結果がこれです。赤がトランプ勝利、青がヒラリー勝利の地域。
私たちが住んでるのは濃い青の郡になります。ちなみに赤い地域のスタバやお店など

に行くと、周りの人間たち(白人)の私を見る視線の変化が体感できます。今後、その視
線がもっとあからさまになると思ってます。 
https://pbs.twimg.com/media/Cw00cvoXEAAOwJT.jpg

Fashionsnap.com� 認証済みアカウント � @fashionsnap · 17時間17時間前 
ファッション界にも衝撃、米大統領選トランプ勝利で業界から落胆の声

http://www.fashionsnap.com/news/2016-11-09/uselection-16/ … #米大統領選
https://twitter.com/fashionsnap/status/796348616143081472

つくる・フォルス @tsukuru_agender · 22時間22時間前 
トランプが勝利したってことは、女性をモノや性/欲望のはけ口として見ることが「上
品なソサエティ」では疎まれることであっても、深刻な人権問題としては認められて

いないということなのだよ。それを僕は問題視してる。

Yo Okada-Howells @yoookd · 24時間24時間前 
ヒラリー勝利を信じていたアメリカ在住の方へ、国民投票でEU離脱が決まった絶望を
経験したイギリス在住者よりメッセージ。これからパーティーなど人と多く話す場で

隠れトランプ投票者を見つけては、再度ショックを受けます。「お前もか！」と。意

外と普通の人も投票してます。覚悟して下さい。。

Mineo Takamura @mineotakamura · 24時間24時間前 
実は6年間留学していても、このトランプの勝利を「肌でわかる」などということは
ない。というのも、大学にいると周りのほとんどが民主党支持者だからだ。しかし、

その外にいるひとたちはどうも違うらしいということはうっすら分かるという、そん

な感じだ。それだけアメリカというのは分断されている。

https://pbs.twimg.com/media/Cw00cvoXEAAOwJT.jpg
http://www.fashionsnap.com/news/2016-11-09/uselection-16/
https://twitter.com/fashionsnap/status/796348616143081472


ちえ @chieN322 · 1日1日前 
ちえ さんが　をリツイートしました
トランプ勝利の可能性が高いため、LGBTQの自殺防止活動に取り組んでいる"Trevor
Project"の連絡先が拡散されている…
https://twitter.com/annakendrick47/status/796240341552635904 …

黒魔女 vs I.Floor 96@mazyo3 · 11月9日 
トランプ勝利確実のニュースを聞いて今年視聴した『帰ってきたヒトラー』の一台詞

を思い出した

""みんな最初は笑ってたんだ"" 
https://pbs.twimg.com/media/CwzACFvUQAAsv_l.jpg

参照：

http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
（※第3次世界大戦と《第2の月》事変後に存在する諸国）

http://76519.diarynote.jp/?day=20061112
（第3次世界大戦からハルマゲドンまでの小康期）
＞旧U.S.A.・旧カナダの新興王国。北アメリカ南部とアフリカ南端には有色人種による白人差別の
社会が成立したが、その他の地域では有色人種は大量虐殺の後である。

…どうも、「夢で視た覚えがある」んだよね…
「トランプの勝利宣言」の写真の顔…★
　↓

The Associated Press @AP · 24時間24時間前 
BREAKING: Donald Trump is elected president of the United States.
https://pbs.twimg.com/media/Cwzcp5XXcAA3UZ8.png

…（〜〜；）…★

LINE NEWS� 認証済みアカウント � @news_line_me · 5時間5時間前 
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の"予言"が話題 - LINE NEWS

https://twitter.com/annakendrick47/status/796240341552635904
https://pbs.twimg.com/media/CwzACFvUQAAsv_l.jpg
http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
http://76519.diarynote.jp/?day=20061112
https://pbs.twimg.com/media/Cwzcp5XXcAA3UZ8.png
http://news.line.me/issue/internets/45620c52bcd9


http://news.line.me/issue/internets/45620c52bcd9 … SF映画「バック・トゥ・ザ・フュ
ーチャー PART2」がトランプ氏の勝利を"予言"しているみたいだと、ネットで話題
になっています。 
https://pbs.twimg.com/media/Cw3N2RDVEAA6PAs.jpg

kinokuniyanet @kinokuniyanet · 14時間14時間前 
「トランプ当選」 タカ派の勝利（ネトウヨ）、TPP廃案（左翼）、新自由主義の敗
北（我流左翼）、ユダ金敗北（陰謀論者）、富裕リベラル自滅（アルファ）、私の周

りには居なかった（米在住自慢）、予想通り（フリージャーナリスト）……おま
えらぁ！開票前に言うてみぃ！

くいなちゃん @kuina_ch · 16時間16時間前 
トランプ氏が勝利した理由を解説してくださる方がいて助かりますが、せっかくなの

で結果が出る前に解説して頂けるとなお役に立ったのではないかと思いま

ゴシップス＆フロントロウ編集部� 認証済みアカウント � @GOSSIPS_Japan · 19時
間19時間前 
アニメ『ザ・シンプソンズ』が2000年に放送した回でドナルド・トランプ氏の勝利を
予測していたとネット上で話題になっている。via @Benoo_Brown #大統領選 #トラ
ンプ #Simpsons
https://twitter.com/GOSSIPS_Japan/status/796311053780938752

林 雄司 @yaginome · 20時間20時間前 
新宿でトランプの勝利を大川隆法が予言していたという号外（？）を配ってた。 
https://pbs.twimg.com/media/Cw0E2QfUcAEgGlb.jpg

わた・るぅー＠(木)東E25a @wata_ruh · 11月9日 
トランプ氏勝利の日に、トランプモチーフの仮面ライダーブレイドの主役が重傷

って…。 
https://pbs.twimg.com/media/CwzUKa0UcAAZj2H.jpg

春魔解丼 @vespiking · 11月9日 
ヒラリーが勝利した並行世界で更なる力を得たヒラリーエジソン、そしてトランプが

勝利した平行世界で進化したトランプエジソン、さらに時間を遡りオバマの力を得た

オバマテスラによる第二次北米神話大戦

ぺる３ @peru3 · 11月9日 

https://pbs.twimg.com/media/Cw3N2RDVEAA6PAs.jpg
https://twitter.com/GOSSIPS_Japan/status/796311053780938752
https://pbs.twimg.com/media/Cw0E2QfUcAEgGlb.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CwzUKa0UcAAZj2H.jpg


英語のトランプというのは「切り札」という意味で、人名のドナルドはケルト語に由

来する「世界」や「支配者」を意味する言葉から来ている。つまりドナルド·トランプ

の和名は「切札勝利」であり、総選挙は実質デュエマ

ジェット・リョー @ikazombie · 11月9日 
「2016年に実施された米大統領選は、11月9日 東部標準時間2時5分、ドナルド・トラ
ンプの勝利が確定。等比級数的な速度で世界経済の崩壊が始まり、人類は滅亡寸前に

追い込まれた。俺はその未来を変えるために来た」 
https://pbs.twimg.com/media/CwyoBiIUcAAjbnx.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ZAJr5cp01mI
The Terminator (1984) HD Intro - YouTube.flv 

小沢一郎（事務所）� 認証済みアカウント � @ozawa_jimusho · 4時間4時間前 
トランプ氏は先日も「就任当日にＴＰＰ離脱を正式発表する」と宣言していた。いう

までもなくＴＰＰの発効には米国の承認が不可欠で、今回のトランプ氏勝利により、

もはやTPPそのものが破綻寸前である。この際、自民党も「TPP断固反対。TPP!ウソ
つかない。ブレない」の原点に戻ってはどうか。

内田聖子/Shoko Uchida @uchidashoko · 5時間5時間前 
今朝のモーニングショーでTPP特集放送。私もコメント出演しました。どこもトラン
プ勝利の論評であふれていますが、本当の危機は、ほぼ死んでしまったTPPを一生懸
命批准しようとしている日本政府、与党です。さすがに番組も「今日ほんとに批准す

るんですか？」とのコメントで締めくくられました。

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa 

青木文鷹 @FumiHawk · 5時間5時間前 
さらに勝利演説の言葉選びと語り方が選挙中と別人な位違った件。これはトランプ

が「状況を踏まえた対応ができる」事と「TPOに合わせて内容を変えた立派なスピー
チが書ける人材をそろえることができる」事を示している。だから投資家は「パニッ

クになる程の問題が発生しない可能性」を嗅ぎ取った（続

https://pbs.twimg.com/media/CwyoBiIUcAAjbnx.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZAJr5cp01mI
https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw


破壊屋ギッチョ @hakaiya · 6時間6時間前 
トランプは勝利演説でヒラリーとヒラリー支持者に敬意を表明、ヒラリーも敗北宣言

で自分の支持者にトランプに協力するように伝える。建前とはいえ、こういうところ

がアメリカの良いところだと思う。ところが分断されたアメリカを修復しようとする

彼らの言葉は全く世間に届いていない。

マライ・メントライン＠職業はドイツ人 @marei_de_pon · 6時間6時間前 
メルケルのスピーチは下記の通り日本でも報道されているが、翻訳ニュアンスが微妙

。ドイツ人的な真意は以下の通り「トランプ、とりあえず勝利おめでとう。もし自由

と民主主義を重んじ、人種・宗教差別をしない価値観を思い出してくれれば協力し

よう」

くっくり @boyakuri · 17時間17時間前 
報ステ、冒頭からトランプ勝利をまるで悲劇のように伝えてますが、失礼ではないで

すか？トランプに対してというより、トランプに投票した多くのアメリカ国民に対

して。

董卓（不燃ごみ） @inumash · 19時間19時間前 
いま、トランプの勝利でポリコレDisしている人たちのうち、特に自身を弱者男性だ
と（あるいはその代弁者だと）自己規定している人たちがアホに見えて仕方ない。つ

いぞ10年前ほど前に貧困は自己責任だの鬱は甘えだのと世間から死にそうになるほど
追い詰められたのを忘れてしまったのかしら。

オフイス・マツナガ @officematsunaga · 19時間19時間前 
【トランプ勝利にもう一つの側面】

　多くのマスコミはしっているのだが、だれも、まだ書いていないので、

「ヒラリー・クリントンさん、後半なると、だんだん蓮舫さんと顔つきがにてきた

ので、多くの有権者が引いた」はオイラ記者。

　写真ならべるとよーくわかる。

高 史明(TAKA, Fumiaki) @Fumiaki_Taka · 19時間19時間前 
それにしても、当のアメリカで貧しい層、経済政策を重視する層ほどクリントンを支

持しているのに(そりゃそうだ、福祉に厚いのは伝統的に民主党だから)、弱者男性だか
らという理由でトランプ勝利を喜ぶ日本人はいったい…。パンより仕事よりマイノ
リティを侮辱する権利の方が大事な弱者？



遠子先輩 @murrhauser · 21時間21時間前 
アメリカのメディアが

トランプ勝利を

「驚くべき番狂わせ」

だなんて言ってるのは

自分たちはトランプが大嫌いで、

自分たちの願望を優先させてしまいました、

私たちは民意がまったく読めてませんでした、

読もうとすらしませんでしたって

自白してるようなもんだと思うけどね

#NHK

崔碩栄 @Che_SYoung · 23時間23時間前 
トランプ当選は「革命」だと思う。

トランプ個人の勝利とか、主張の勝利という意味ではなく、

「偏向報道に騙されなかった有権者の勝利」という意味で。

米国大手メディアの失速はもっと早まるだろう。

そしてそのような動きが韓国や日本（のメディア）にも影響を与えることを期待する

。

高 史明(TAKA, Fumiaki) @Fumiaki_Taka · 1日1日前 
「トランプの勝利は反ポリコレの勝利だ」って反リベラルの人たちが盛り上がってる

んだけど、そこから引き出せる結論は「だからポリコレはいらない」じゃなくて、「

そうだね、多数決の制度のもとでは負けるに決まってるマイノリティを守るために、

多数決に依らないポリコレがやっぱり必要だよね」では。

わかり手 @ganbare_zinrui · 11月9日 
「出口調査があてにならなくなっている」という一点だけでも、ポリティカルコレク

トネスってやっぱスターリニズムじゃんと思うわな。トランプの勝利、スターリニズ

ムに対する民主主義の勝利なのでは。

500円 500 @_ yen · 11月9日 
米国の既存メディアの世論調査では「ヒラリー・クリントンが圧勝する」で、ネット

メディアの世論調査では「ドナルド・トランプが勝利する」と真逆の調査結果が出て

たけど、ドナルド・トランプの勝利で既存メディアの敗北も確定ですね＼(^o^)／ｗ
ｗｗ #nhk #米国大統領選挙



日本人ジョーク(bot) @Japanese_Joke · 19時間19時間前 
トランプが大統領選に勝利した。

英国人「国粋主義者の元首か」

米国人「お前が言うな」

フィリピン人「法律無視の無知な大統領だな」

米国人「お前が言うな」

「更に女性蔑視のレイシスト、経済音痴でカルト好きの歴史改竄主義者で…」
言いながら泣き出した日本人を、全員が肩を叩いて慰めた。

https://www.youtube.com/watch?v=VFcQ3gI4IDo
Susumu Hirasawa-Parade パレード

…ハハハハハ…

…とりあえず、米国大統領でこれだけ賛否両論になる日本も初めてなんじゃないか…？

（ゴアの時は「長引かせるな！」と不評だった…★）

https://www.youtube.com/watch?v=yx9RgTiIKDE
Paprika - The girl in Byakkoya 

アゼリア@虹裏 @Azelia_BB · 21時間21時間前 
トランプ優勢で先行き不安で101円まで上がったのに トランプの勝利演説きいて103円
まで戻るの 本当に日本円を厄除けの札かなんかと勘違いしてるんじゃないかって思う 
https://pbs.twimg.com/media/Cwz1gE6UcAAxXlS.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=VFcQ3gI4IDo
https://www.youtube.com/watch?v=yx9RgTiIKDE
https://pbs.twimg.com/media/Cwz1gE6UcAAxXlS.jpg


冷凍みかん イラコン開催中！ @reitou1004 · 21時間21時間前 
トランプ勝利

↓

アメリカ軍が日本から撤退する

↓

日本の平和が崩れ各国から狙われる

↓

平和ではなくなった為アニメなどのメディア作成出来ず衰退

↓

アニメ会社衰退

↓

アニメが作られなくなる

↓

アニメがなくなる

↓

秋葉消滅

↓

オタク文化消滅

こうならないでほしい…

せつに…。（－－；）★

岡田ロク @OkadaRoku · 22時間22時間前 
暴言スピーチのトランプと、あまりにギャップある勝利演説だった。これはトランプ

大統領が決まった瞬間に世界滅亡の未来が決定、それを阻止する為に誰かがタイムリ

ープ、幼少期から氏を支え人格を作り変え、悪トランプから善トランプに変えたとし

か思えない。あぁ、ありがとう、世界を救った人。

ベイコン @sosunser · 23時間23時間前 
NHK「クリントン敗北宣言！」
日テレ「トランプ勝利宣言！」

テレ朝「クリントン敗北宣言！」

TBS「クリントン敗北宣言！」



フジ「クリントン敗北宣言！」

テレ東「弘前市はりんごの生産量日本一！」

　　　↑

…これこそが、「正しい日本人」じゃー、ないか…？？？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=sUXc43cV8Ys
Susumu Hirasawa - Actress in Time Layers 

https://www.youtube.com/watch?v=o_r33Kqw82c
『時をかける少女』　主題歌　「ガーネット」 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月10日16:51
＞人名のドナルドはケルト語に由来する「世界」や「支配者」を意味する言葉から来ている。

… Ｍａｃ Ｄｏｎａｌｄ…！！！

https://www.youtube.com/watch?v=sUXc43cV8Ys
https://www.youtube.com/watch?v=o_r33Kqw82c
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


地球規模で赤道周回上に接合と剥離中。　（2014年９月３日）

http://85358.diarynote.jp/201409031759019261/

ただしい未来予測。（隠れ鳥が象か）

2014年9月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=QPD_pTqLes8

…そうか…

そうだったのか…（＾＾；）…

【バビロンまでは何マイル？】

https://www.youtube.com/watch?v=9r-EvpgD_C4

（参照！）http://85358.diarynote.jp/201312171159322121/

おまけの拾い物を保存して、

https://www.youtube.com/watch?v=ju2oToXNbKU
https://www.youtube.com/watch?v=EECTE-y6waA

http://85358.diarynote.jp/201409031759019261/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201409031759019261/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140903/85358_201409031759019261_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140903/85358_201409031759019261_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140903/85358_201409031759019261_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QPD_pTqLes8
https://www.youtube.com/watch?v=9r-EvpgD_C4
http://85358.diarynote.jp/201312171159322121/
https://www.youtube.com/watch?v=ju2oToXNbKU
https://www.youtube.com/watch?v=EECTE-y6waA


いったん寝落ちしてハイテンションを落ち着けてから、

「大地震サバイバル」モードに移行します…★
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年9月3日21:58
電磁波と重力方向に異常が発生中。

なんかものすごい【ビジョン】が視えている。

地球規模で赤道周回上に接合と剥離中。

…何がって？

訊くな。

なにかもの凄く長大な、ムカデがサナダムシのような半メカ培養人工有機体だ…

美しい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年9月3日23:16
ところで《東照宮》が何者で、

なぜ《日光》に鎮座しているのか、

知らない人は、今のうちに調べておこう…

ネットが使えるあいだに。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年9月4日4:52
なんだこの凄まじい低気圧！？

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


戦争なんかやってる場合じゃないんだってばーーーーーっ！ 　（2015年1月23日）

http://p.booklog.jp/admin/write/new/108705

belong to 【 ＰＥＯＰＬＥＡＣＥ 】 ♪　（ＰＥ
ＯＰＬＥ＠ＰＥＡＣＥ）

2015年1月23日 反★貧困!! コメント (3)
【脱戦】で素晴らしい拾い物な贈り物。

https://www.youtube.com/watch?v=FKV2oeS4vw8
…まったく…！
「戦争なんて、やってる場合じゃない」だろ！？

（あいだに入ったＧＥのＣＭ。

https://www.youtube.com/watch?v=-7s4Jf1U0d4
http://www.salesforce.com/jp/crm/products.jsp
「登場する人物」たちが……幸せそう…には、
私には、思えない…よ…？）

「ほんたふのさひわひってなんだらふ？」

https://www.youtube.com/watch?v=-7s4Jf1U0d4
彼らのために、声を尽くして、歌い、歩く（行動する）ことではないのか…？
https://www.youtube.com/watch?v=Tug63dI4MEY&list=RD-7s4Jf1U0d4

https://www.youtube.com/watch?v=PZ6y1wsAzzM
これは一回貼ったね。何度聴いても、素晴らしい音楽。

続けて、「sal aa m」で検索してみたら、
北部インド？に漂着…♪
https://www.youtube.com/watch?v=lPvP889hj8o
おぉ♪　美人だ…♪

…aaa...っと増えるほど、不謹慎になるらしい…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=ZIvv7Jh9qfs

http://85358.diarynote.jp/201501231845484255/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=11
http://85358.diarynote.jp/201501231845484255/
https://www.youtube.com/watch?v=FKV2oeS4vw8
https://www.youtube.com/watch?v=-7s4Jf1U0d4
http://www.salesforce.com/jp/crm/products.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=-7s4Jf1U0d4
https://www.youtube.com/watch?v=Tug63dI4MEY&list=RD-7s4Jf1U0d4
https://www.youtube.com/watch?v=PZ6y1wsAzzM
https://www.youtube.com/watch?v=lPvP889hj8o
https://www.youtube.com/watch?v=ZIvv7Jh9qfs


…う〜む（＾＾；）娯しそうだね…☆

各宗教「自称：原理主義」者どもからは、嫉妬に狂った空爆をくらいそぉだ…☆

　…ｗ（＾◇＾；）ｗ…
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日18:50
0496755.

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:01
ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート

小川慎一 @ogawashinichi 
· 1時間 1時間前 
岐阜のモスクでも１００人が人質２人の無事と解放を祈ってくれたそうだ。

直立演人 @royterek 
· 4時間 4時間前 
今回の人質事件を受けて、早くもモスクに「出て行け」という威嚇の電話が入ったという。日本

でもイスラム嫌悪の危険な風潮が高まる恐れがいよいよ出てきたということなのだろう。よりに

もよって、人質解放のために祈ってくれているムスリムたちに対してである。こればかりは、断

じて許してはならない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:32
トルコとイタリアのそれぞれ地下１０kmで相次いでＭ４．

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201501231845484255
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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戦争なんかやってる場合じゃないんだってばーーーーーっ！



影の存在、「自由」や「民主主義」や「人権」を叫びながらその争いの双方に国益や私
利私欲のために武器やお金を供給し続けているどこかの政府。　（2015年1月23日）

http://85358.diarynote.jp/201501232016069992/

ＳＡＬＨＡＭ！

2015年1月23日 ★戦争反対★ コメント (2)
　

ｓａｌｈａｍ、で検索してみた【脱戦】結果。

https://www.youtube.com/watch?v=eqqWfsIxbPo

♪ This is my messate to you, ...Don’t worry. ♪

おぉ♪　イントロが三味線♪（＠ｗ＠）♪

https://www.youtube.com/watch?v=55s3T7VRQSc&list=RDeqqWfsIxbPo
しばらくこのステキな音楽世界に浸りましょうか…♪

ジョンも大喜び間違いなし♪

https://www.youtube.com/watch?v=bvFLKyAGzzI&list=RDeqqWfsIxbPo

https://www.youtube.com/watch?v=6LQhamwJcVY&index=6&list=RDeqqWfsIxbPo
みんな幸せそうだよね♪

これが「ホンタフノサイワヒ」ってなもんだよね♪

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日21:34
０４９６７８６．

http://85358.diarynote.jp/201501232016069992/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201501232016069992/
https://www.youtube.com/watch?v=eqqWfsIxbPo
https://www.youtube.com/watch?v=55s3T7VRQSc&list=RDeqqWfsIxbPo
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:13

ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama 
· 13時間 13時間前 
モーニングバードで後藤さんのこれまでの取材の紹介の中でシリアの人々の窮状を伝えてたけど

、これを引き起こしてる影の存在、「自由」や「民主主義」や「人権」を叫びながらその争いの

双方に国益や私利私欲のために武器やお金を供給し続けているどこかの政府のことは言わない

http://85358.diarynote.jp/


誰が本当の「平和ボケ」なのか「お花畑」なのか可視化されてきた。　（2015年1
月23日）

http://85358.diarynote.jp/201501232145575032/

KILL them? or, LIVE together ...?
2015年1月23日 ★戦争反対★ コメント (4)

今度は「ＷＡＲ」で検索してみました…
https://www.youtube.com/watch?v=MIcPOkrDZ00
https://www.youtube.com/watch?v=i8efNCOAUtc

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
テレ朝の報道

今日、都内の警備も強化され、海上保安庁はテロに備えて、日本の海沿いの全ての原

発を厳重に警備してる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1月22日 
おいおい、戦闘を支援するため？

「１９日の記者会見で、米軍など他国軍の戦闘を支援する為に、自衛隊をいつでも海

http://85358.diarynote.jp/201501232145575032/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201501232145575032/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150123/85358_201501232145575032_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150123/85358_201501232145575032_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150123/85358_201501232145575032_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MIcPOkrDZ00
https://www.youtube.com/watch?v=i8efNCOAUtc


外へ派遣できるようにする恒久法案を２６日の国会に提出し成立を目指す考えを

明言」：

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015012002000149.html …

痛烈★

https://www.youtube.com/watch?v=Eo0TyfOj88k
https://www.youtube.com/watch?v=KEPmzPZsNiQ

いいね♪

https://www.youtube.com/watch?v=GBd5W9IA7n0
https://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU&index=7&list=RDeqqWfsIxbPo

あじあん・れげえ？

https://www.youtube.com/watch?v=c-Cf3iK6quw

ちょっと脱線。それこそ【脱戦】…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=JEp7QrOBxyQ

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日21:56
エボラを聴いてたら

コレラを釣り上げた…ｗ（＾＾；）ｗ

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
(u_u)←コレラ菌 @Jah_eass_t 
· 55 分 55 分前 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015012002000149.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eo0TyfOj88k
https://www.youtube.com/watch?v=KEPmzPZsNiQ
https://www.youtube.com/watch?v=GBd5W9IA7n0
https://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU&index=7&list=RDeqqWfsIxbPo
https://www.youtube.com/watch?v=c-Cf3iK6quw
https://www.youtube.com/watch?v=JEp7QrOBxyQ
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201501232145575032
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アルジャジーラの語彙。

人質でも被害者でも無く。

「日本人捕虜」

日本の立場は最初から

欧米と共に戦争している側

戦争なら捕虜が殺されることで

騒ぐのは少し違う。

何故なら、イスラム国の立場は

「欧米に殺される側」

戦争とはそういう状態だから。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:10
ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama 
· 5時間 5時間前 
最も重要な理由は日本はイスラム国を含めいかなる国に対しても宣戦布告をしない世界で唯一の

国であるということです。なぜならば、日本の領土が侵された際の自己防衛の場合を除いていか

なる軍事活動も、憲法によってはっきりと禁止されているからです。http
s://www.facebook.com/islam.japan/posts/802492113156463 …

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
S ・Kuroda @kuroda06sayuri 
· 8時間 8時間前 
＝中央軍司令官 http
://on.wsj.com/15iqzqx 昨夏　日本は6000人を爆死させた側にいることを日本人の何割が自覚して
いるのか？ "

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:14

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


KS @ksekimoto2618 
· 22時間 22時間前 
(S.Kuroda さん) 独紙「イスラエルと自国の国旗の間で記者会見する日本の首相‥‥こんなトップ
は米国ブッシュ以来だ‥‥挑発以外の何ものでもない」と報道　#孫崎享のつぶやき　より

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 

数学Ｍ @hiro_mmmm 
· 22時間 22時間前 
よく考えて欲しい、一体どこに日本がテロと戦争を始めなきゃいけない動機があるのか。

日本で今テロは起きてないし、安倍が宣戦布告をするまで向こうはこっちを振り向きもしてい

なかった。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:17

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 

をきなつ @okinatsu 
· 1月22日 
#クロ現 「空爆してない日本がなぜテロの標的に？」…と繰り返してるけど、まさか #nhk は、エ
ジプトでアベが言ったことや、イスラエルでマケインとアベ率いる軍需産業の人間が会談してる

の知らないのか？ 

ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama 
· 1日 1日前 
だんだん誰が本当の「平和ボケ」なのか「お花畑」なのか可視化されてきた

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


平和を！　（2015年1月23日）

http://85358.diarynote.jp/201501232237034298/

ＳＡＬＨＡＭ...「さはあらむ」... ＷＡＲ is ＷＡ
ＬＬ...！
2015年1月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
（前項「ｗａｒ」検索の続き。）

https://www.youtube.com/watch?v=bX7V6FAoTLc
https://www.youtube.com/watch?v=6y64zTRlrmo

cmk2wl @cmk2wl 
· 1月22日 
アメリカ人と日本人の方がより強く「官製プロパガンダの犠牲に成っていて」洗脳レ

ベルは北朝鮮、中国の比では無い程に成功している、と。この状態を「ハイパープロ

パガンダ」と呼ぶと田中宇は指摘している。

自ら進んで自発的に官製プロパガンダに身を投じる、と。

cmk2wl @cmk2wl 
· 1月22日 
ジャーナリスト田中宇氏は、「北朝鮮」「中国」が発信するニュースは両国民共に最

初から「官製プロパガンダ」と理解し、真実と受け止める国民は少数と。

アメリカ人と日本人は、常に真実を報道していると誤解しているので報道を真に受け

ている。政府の方策に進んで協力しようとする姿勢も強いと。

cmk2wl @cmk2wl 
· 1月22日 
カネや地位や財産のために、真実を歪曲したり ゆるがせにしていると、自分と家族に
そのしわ寄せよせがくる。

いや、結局は原発事故でそうなってしまった。

cmk2wl @cmk2wl 
· 1月22日 
福島第１原発:事故直後の写真２１４５枚公開　作業員撮影

http://85358.diarynote.jp/201501232237034298/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501232237034298/
https://www.youtube.com/watch?v=bX7V6FAoTLc
https://www.youtube.com/watch?v=6y64zTRlrmo


http://mainichi.jp/graph/2013/02/02/20130202k0000m020099000c/001.html …
これで 3号機の燃料があるとかないとか、議論できる？

cmk2wl @cmk2wl 
· 1月22日 
クロマグロ大量死の葛西臨海水族園でハガツオ１匹死ぬ

スポーツ報知 1月22日(木)16時22分配信
ということは、あと二匹。同じことが人間にも起きる。

はて、salhamで検索して出て来たこの曲は、どこの国の音楽でしょう…
https://www.youtube.com/watch?v=Du4-25fCmuE
妙に、「日本人の郷愁を誘う」メロディとリズムですよ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=QD4YpgVVjnc
ひとまず、おやすみなさい…。

平和を！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日23:43
桜島が大噴火なう。

噴煙4000ｍ？
冷夏が来る！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日23:46
メキシコは噴火と群発地震…
(・ω・;)(;・ω・)

中米危うし！

http://mainichi.jp/graph/2013/02/02/20130202k0000m020099000c/001.html
https://www.youtube.com/watch?v=Du4-25fCmuE
https://www.youtube.com/watch?v=QD4YpgVVjnc
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日5:48
石狩、津軽、釧路で連発。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日8:06
「どうか人質の二人が助かりますように！」

…ツイッタ、ウカヤケさん。

今日は歩き通勤にします。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日9:07
何かが凄い変だ。

ものすごい違和感と睡魔。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日10:17
札幌の天気は最上級。

線量低くて空気が美味い♪

o(^-^)o

…のに、なんだこの違和感と焦燥感は…？

ツイッタ「気づいてないだけ。ブロイラーや養豚と同じ」

…いやこの場合、腕はだらんと垂れると思うな…(-.-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日8:31
〜０４９６７９９、

＞０４９６８９４．
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彼らが奔走してなおかつ救出できなかったなら、それはそれでもはや仕方ない。
　（2015年1月25日）

http://p.booklog.jp/admin/write/new/108705

ＰＡＺ！ＰＡＣＥ！ＰＥＡＣＥ！SALAAM !!
2015年1月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (9)
曲

https://www.youtube.com/watch?v=FDg38OhjfdI
高遠菜穂子さんたちの時には真っ先に…でもないが、翌日からは国会前や渋谷ハチ公前にほぼ日
参していた私だが、その時けっこう「世界のほんとうの」動きはＮＧＯが支えているという実像

を知ったし、今回も、動ける限りの人たちは最善を尽くしてくれていると信じる。

悲劇は起こりうる。

でも、悲観はしない。

人類には、叡智の半面だって、あるんだ。

https://www.youtube.com/watch?v=_INvcDB_v-E

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
１時間待った。

でも人質の報道はしない。さっきこんな深夜に首相、自ら緊急会見していても。こん

な緊急事態はないのに、報道しない。やはりどうでもいいんだよ。人質の事なんか。

そういう事なんだと、国民は認識しないとダメだ。ほんと、どうでも良いと思ってん

だね。考えられない。

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年1月25日9:42
緊張と不安と苛々を無理やり抑え込んでいるせいで過負荷になり注意力散漫。だけでなくプチ厄

プチ水難続き。(∋_∈)
トイレ排水口の漏水疑惑だけは勘弁してほしい…給水側ならまだしも。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:43
バス６分遅れ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:48
原典回帰！

とうぶん般若真経！(^人^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日10:23
「同じ内容のはずがＮＨＫでは安倍に関する部分がこう変わる」

ツイッタ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日10:41
般若 心 経 …σ(^◇^;)。。。

いやマジ我が【心】の芯を

見失ってたんだねｗ

┐(’〜`；)┌

大丈夫！まだ歌える！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日14:55
「持てる全ての力を使って戦争を避けるのが政治家の責務」

ツイッタ。

マダムぽわんフリーが実話デスイーターだったりという恐怖体験。
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（；‾Д‾）

そんなにも無恥なまま異民族を蔑視し、そんなにも無知なまま戦争を賛美し殺人に参加たいのか

…

人質と呼ばれる日本人捕虜を死に追いやるのは、まず誰よりも「イスラム怖い」とか無恥なヘイ

トを拡大再生産する迷惑罵禍どもである。

まず滅ぶべきなのは、欺民盗と葬科学狂団じゃないのか。

おまえらが私の友人の友人を、恩人の弟子を、仲間の仲間を、そして私自身を。

事実無根に誹謗し、殺すのだ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日15:02
私はＰＢたちが最善を尽くしてくれていることを信じる。

彼らが奔走してなおかつ救出できなかったなら、それはそれでもはや仕方ない。

殺されても、

彼らがけして「イスラム」を

憎まないことを知ってる。

私は常に弱者とともに立つ。

つまり、ＧＡＺＡと共に在る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日15:12
恥を知れ。日本人。

せめて、我が身を恥じ、行いを自省することを知ってくれ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日15:22
「琵琶湖周辺に大気重力波」。
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マリーナ・シウバ、貧しい天然ゴムの採取人の家庭に生まれ、生きる権利としての環
境を守り続け、ルラ政権の環境相に。　（2015年1月26日）

http://85358.diarynote.jp/201501260935021750/

【生きる権利としての環境】。

2015年1月26日 学校・勉強 コメント (2)

前項のしっぽに一度貼った曲を引っ越し。

https://www.youtube.com/watch?v=blUSVALW_Z4&list=PLC0A6F2B5A9E6A80D

最近ちょっとはスペイン語の歌詞も聴いてて判るような気がしてきて、

以前は苦手意識があった「英語の歌詞」があると、

「読める読める！」と感じるようになってきたので、

ここはやっぱり、急がばまわれ？

スペイン語を「解る言語」に格上げするべく、まだまったく「わからない」言語（聴いた記憶す

らない？）ポルトガル語を、聴きかじってみますよと…

https://www.youtube.com/watch?v=yHpXzWwZ3D8
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=206
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2012/06/19 に公開
マリーナ・シウバ、貧しい天然ゴムの採取人の家庭に生まれ、生きる権利としての環

境を守り続け、ルラ政権の環境相に。開発を進めるルラ政権に対決して、環境相を辞

任し、大統領選挙に立候補して、組織を背景にせず、20％近い得票を得る。その彼女
のピープルズ・サミットでの演説。

悠宙舞のおかげで、「環境ヒアリング教材」がたくさんあってすてき♪

https://www.youtube.com/watch?v=MUqEYIK8rgA
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日9:37
うん。このひとが得票率２０％のブラジル。

棲みたい！（＾＾）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日11:18
バスは鬼ぶす。

海は青丸…(^◇^;)。。。
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何度でも言うぜ。持てる全ての力を使って戦争を避けるのが政治家の責務。　（2015
年1月26日）

http://85358.diarynote.jp/201501260950422260/

何度でも言うぜ。持てる全ての力を使って戦争

を避けるのが政治家の責務。

2015年1月26日 ★戦争反対★ コメント (11)
　

昨日はりあるマダムぽわんフリーのココロナシ絶望的発言で魂が冷え切った。

（－－；）

暖まろう！まともな人間だって、ちゃんといる！

ユリイカ(色々、何とかしたい)さんがリツイート 

志葉玲 @reishiva 
· 2014年1月12日 
何度でも言うぜ。持てる全ての力を使って戦争を避けるのが政治家の責務。最初から

その気がないなら、政治に関わるべきじゃない。安易に戦争を語り、戦争をやろうと

する政治家こそ、人々にとっての最大の敵だ。戦争で傷つくのは、結局普通の人々、

最も罪がなく、弱い立場の人々なのだから。

Nobuyuki Hayashi林信行 @nobi 
· 1月23日 
ツイッター、「kenji goto」で検索すると、世界中の本当に色々な言葉で、多くの場合
、自分の国に一切関係ないのに関わらず大勢が今回の事件を他人事と思えない気持ち

で心配し様子伺ってるの垣間見れる。一方、日本語の漢字で検索するといかにも他人

事なツイートが多過ぎて驚かされる。

Tad @CybershotTad 
· 1月23日 
これには、返す言葉もない…。
https://twitter.com/CybershotTad/status/558752199350554625/photo/1

魔法信二郎 yoshi.nagato @opknox 

http://85358.diarynote.jp/201501260950422260/
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· 1月24日 
日本政府から接触があったというマルワン・シェハーダ氏は、政府の対応を「遅か

った」と指摘。「湯川さんは、去年8月に拉致されている。日本政府には『イスラム国
』との交渉ルートを確保するための十分な時間があったはずだ」と話した。

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00285069.html … #FNN

きっこ @kikko_no_blog 
· 1月24日 
1ヶ月前に671億円もの税金を使って「政権延命」のための不必要な衆院選をした時
点で、安倍晋三は2人の日本人がイスラム国に拘束されて身代金を要求されていたこと
を知っていた。こんなバカバカしい選挙に671億円も使うのなら、2人を助けるため
に40億円を支払ったほうが遥かに良かった。

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日9:51
さて。バイトに逝ってきます。（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日10:33
やっぱこのタイミングで

「人質」情報雪崩って、

フランスの「テロ」自作自演がばれそうになって

メクラマシにツカワレタという話？

…人間の命を何だと思ってるんだ…(`ヘ´)…いや、

…同じ人間と、思っていないのか…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日10:38
千葉、揺れすぎ。(・_・;)
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今頃セケンと一緒になって自分が正義のミカタ気取りで、

「異教徒殺せ！」とトクトクと叫んでいるであろう千葉在住の実鬼愚姉を思うと、天罰てきめん

、ソドムとゴモラの火刑やむなし。と、処刑許可にサインしそうになるのであった…

うん。

因果応報。自業は自得。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日11:12
「湯川さんは昨年８月、後藤さんは11月に身代金要求されて今まで放置」

通りすがり

2015年1月26日11:33
素朴な疑問なんですが、200億円の身代金を支払って日本人が解放されたとして、また次の日本人
が拉致されて同じく200億円が要求されたら、これも支払うべきだと思いますか？そして、何度も
身代金が要求されても同様にお金を支払いますか？私がイスラム国の人間なら、一度でも身代金

を支払った国の人間は何度も狙います。この件についてはどうお考えでしょうか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日11:41
急激病的睡魔。

なんか来る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日15:53

「目的は金じゃない」と、

相手は最初から言っています。

それをきちんと報道せず、まるで交渉の余地のない要求をされたような一方的被害者ヅラで、

「日本軍の海外派兵」のためのプロパガンダに利用し、人命は軽く見殺したのがニホン性腐。

相手は世界に名だたる交渉術のプロ中のプロ、口八丁手八丁のアラブ商人をバックにつけてんで

すから。
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まず無理そうな金額をふっかけて「値切り交渉」という「テーブルにニホンを引きずり出したか

っただけ。

それも本気で解らない？ような国際常識皆無な【害務省】厄人なら、全員フクイチでプール掃除

でもしてくるが良いわ。

(`ヘ´)

イスラム教は基本的に「無駄な殺し」はしないの！

「剣かコーランか」脅して生かすのが、世界の「普通の国」の交渉術なの！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:02
よりによってニホン性腐が、

反政府的政治姿勢を明確にしている自国内「非国民」に、

２００億円なんて出すわけないのは、

地球上のまともな政治センスのあるオトナなら誰だって自明でしょ？┐(’〜`；)┌

値切り倒して泣き落として、

一人２０００万も取れれば相手は満足したと思うよ？

で、なきゃ、今になって後藤さんの人質交換なんて、言い出すはずがあるかい？

むしろイスラム教の皆さんは、ニホン性腐のあまりの非常非道無常識な悪魔っぷりに、

後藤さんに同情してるくらいだと思うぜ…？

（せめて和訳のコーランくらいは読んでからイスラム教の悪口を言え！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:13
ニッポン、罵禍すぎるッ！

(ノ-o-)ノ　┫

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:21
地震が３時間止まってる。

激眠い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日14:13
〜０４９　６９６８．

＞０４９　７０６９．

　（＾＾）ｇ
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「大人のムスリムを煮てスープをつくり、子どものムスリムを串刺しにしてむさぼり喰
った」、と十字軍側の記録に残されている。　（2015年1月27日）

http://85358.diarynote.jp/201501271508423586/

Love Rescue Me...

「捕虜は身代金の支払いと引き換えに釈放

した」。

（追徴２曲追加ｗ）

2015年1月27日 ★戦争反対★ コメント (3)
　

今日はもう携帯メモ整理と音楽チェック以外は何もしないぜとか思っていたんで

すが、昨日「通りすがり」の人から宿題をもらっていたので、

http://85358.diarynote.jp/201501260950422260/
先に片付けましょう。

必聴（参照文献）音源：

https://www.youtube.com/watch?v=gZvaYE5itMc

私は歴女というほどヲタじゃないし、そもそも暗記力が無いし、地中海史は門外漢ですが、それ

でもこれくらいの基礎知識は一応（独学でも）持っています…。

http://homepage3.nifty.com/morrio/back3/islam/croisade/croisade.html
＞ヨーロッパ社会…貴族は、依然として生産的な仕事を軽視していた。貴族の仕事は、領地を所
有することと、戦争をすることであった…が、時代背景は激変し…戦争相手を失っていた。

＞「ムスリム（イスラム教徒）を殺しにエルサレムに赴く者には罪の償いを免除する」とまで宣

告した。精力をもてあまし、捨て鉢な心境の騎士たち（ヨーロッパの幾千もの好戦的な騎士）は

教皇の「若者よ、東を目指せ」との宣告に扇動され、住民に対し無差別殺りくを繰り返し、容赦

なく前進した。
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＞遠征は二世紀にわたって地中海沿岸地方のムスリム社会を破壊した。

＞「大人のムスリムを煮てスープをつくり、子どものムスリムを串刺しにしてむさぼり喰った」

、と十字軍側の記録に残されている。

＞十字軍は、「城の門をあけさえすればだれにも危害は加えない」、と市民に約束した。しかし

、その約束は反古にされた。 二日間で７万人を虐殺した。ムスリムは皆殺しであった。

＞ムスリム(イスラム教徒・大衆)は、十字軍が何故遠征したのか何故蛮行するのか、をまったく理
解することができなかった。

＞サラディンは、包囲網や経済的な圧力や交渉をもって十字軍の占領地のほとんどを無血で奪回

した。…まず、平和的に手放すように交渉した。

＞十字軍は　エルサレム放棄を拒否した。交渉決裂。

＞サラディンはエルサレムを包囲し１１８７年に武力で奪回した。但し、虐殺や略奪はいっさい

行わず、捕虜は身代金の支払いと引き換えに釈放した。

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ

この歴史をまず踏まえたうえで、

「身代金額の交渉」という「専門職」や、主にイベリア半島を舞台に、

「手数料経済文化」が、発達しました…

さて。時間のある人は、もう一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=lz6d60ysb-Y
（文化的には直接関係ありませんが…タイトルつながりでｗ）

安倍首相の信念が大変な間違いを起こす！ @hg47k · 7時間7時間前 
官邸関係者による証言≪安倍発言≫『（仏テロで外務省は懸念も本人は）ちょうど注

目の中東へ行ける。俺はツイてる。』『世界が安倍を頼りにしているということじゃ

ないか。」←周囲はさすがに異様に感じた。「（中東支援）大したカネじゃない」

◇ http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150126-00000007-pseven-soci …

360人がリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1月26日 

https://www.youtube.com/watch?v=lz6d60ysb-Y
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150126-00000007-pseven-soci


身内の外務省も

『外務省内からは、今回の首相の中東訪問は「タイミングが悪い」という声が上が

った。ところが首相の反応は逆に嬉しそうで、周囲は、その言葉を聞いてさすがに異

様に感じた」

小学館：http://www.news-postseven.com/archives/20150126_299837.html …

…人質をわざと【殺させて】それを
【日本の戦争参加への口実に使う】以外の、

　何の目的が…？？？

（補足資料）

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038265825
＞つまり中東のイスラム教徒をはじめ、コンスタンティノープルやシチリア島のキリスト教徒は

異文化の存在に慣れていたために相手を人間と認め、寛容に振舞う準備ができていました。しか

しフランスやイングランドのような僻地では異文化と接する機会がなく、相手を決して融和でき

ない存在、人間として扱う必要のない存在とみなしてしまったのです。

ニッポン性腐と、【日本鬼】（リーベンクィ）どももだな…
（ーー＃）

脱線した検索オマケ☆

https://www.youtube.com/watch?v=16Z61T5tF4Q
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日15:20
余ル談ですが「必聴音源」の、１４分めから、

http://www.news-postseven.com/archives/20150126_299837.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038265825
https://www.youtube.com/watch?v=16Z61T5tF4Q
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201501271508423586
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私が「萌え死んで」いるのは、

まちがいない事実です…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日15:32
ちなみに支障があるかもしれないが書いておくと、

私はユカワ映像は「偽旗」（＠cmk2wl）だろうと思っている。
ＩＳＩＳは鬼ではないはずだ…たぶん。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日16:45
０４９７１０１．

惜しいッその前「９９」で、「１００」見損ねたッ☆

テンペスト @masaina3218 · 23時間23時間前 
外務省はさすがに首相のこのタイミングでの中東訪問に反対。しかし安倍は絶好のチャンスと考

えた。安倍が押し切った。絶好のチャンスと？

世界の真ん中で輝くために。それならやはり挑発しに行ったようなもんだ。

靖国に参拝して中国を挑発したように。挑発好きな人間だ。結果を予測してたかどうか？
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１.５。　（2015年2月19日）

１.５。
2015年2月19日 恋愛 コメント (11)
 
（承前）

ひとつ断言できる。(`ヘ´)

きみは、

かつて一度たりとも、

「私がきみを嫌って遠ざけた」ことなど無い！

…ってことが、

まったく解っていないッ！

(-_-#)

（…いや、私の意思表示が、非常に判りにくかったかもしれない点については、謝る…ごにょ
ごにょ…）
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日13:11

また再会して、

http://85358.diarynote.jp/201502191118532553/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502191118532553/
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またきみを

（わざとじゃないが）苛めて、

またきみを

哭かせてしまうくらいなら、

もう二度と遇う機会がなくても

我慢する。

きみは、笑っていて、下さい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日13:57

…イヤなことまでたくさんまとめて思い出してしまったので、
(∋_∈)
道を歩きながら本気で思い出し泣きして、涙が出て来てしまいましたよ…
(∋_∈)

これが全部ただの妄想だというなら、楽しいエピソードだけにしておいてくれたらいいのに！

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:01
一番大切なきみのために、

一番大切なきみ自身を

手放して耐えたのに、

きみはそれでは嫌だと

さらに哭く。

…
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天知る、

地知る、

我知る。

…恥じるべきことなど
何も無いが…

どこかで選択肢を

間違えたのだとしたら。

やり直すべき箇所は、

どこだ？ (-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:34
区役所終了。

浜岡原発「冷却不能」サイン。

鼻先３ｍの札幌な日常生活と、

現存地球生態系の全崩壊と、

過去数万年？分の自分自身の前世記憶という妄想だか幻想だかのあいだを逝ったり生来たりして

いて…

http://85358.diarynote.jp/
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…(-"-;)…

お腹がすきました…

(-_-#)

なんか喰って帰ろっと！

(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:59

あんなに悲しくて悔しくて、

あんなに沢山、何度も哭いたのにッ（＞＜。）。。

…客観的には、どう見ても、

「我がきみをコッピドクふった！」

という形になっていて…(-"-;)

誰も私に同情してくれない。

(-_-#)

ってあたりが、

一番業腹だなぁ…(-"-;)

…っていうか…
(・_・;)

どんだけ「恋愛音痴」だったんだ、私…。。。(〃_ _)σ‖
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日15:06
（しかしながら）

私に言わせれば、

あの場合、

きみのほうが悪いッ！(`ヘ´)！

（断言）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日16:29
…なんかむちゃくちゃ落ち込んで来たんですけど。(-_-#)

あんなに頑張って、我慢して、決断して、慣れない根回しなんかもして…

我慢して、

いっぱい哭いたのにッ

…あたしが悪者か〜っっ！
（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日17:03
それとは別に、

なんか体調がおかしい。

自律神経(∋_∈)失調症再発？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日17:30
無事帰投。
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…公道を歩きながらのオバサンの「思い出し泣き」のみっともなさぐらいならまだしも、本人だ
けが現実だったと思い込んでいる「前世記憶」で…

「思い出し胃潰瘍再発」って…

ばかすぎるっ！(`ヘ´)

とりあえず寝ますっ！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日18:09
今のこの地球環境より辛い前世記憶なんて、何のために在るのッ？（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日18:10
胃〜た〜い〜…っ！（＞＜。）
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奥付
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