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Kenji Goto: Told the stories of ordinary people　（2015年2月3日）

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
Billy Joel - Piano Man 

bandeapart72 @bandeapart72 
· 1月31日 
Kenji Goto: Told the stories of ordinary people - via @Telegraph http://fw.to/WTiRCTU

bandeapart72さんがリツイート 
後藤健二 @kenjigotoip 
· 2010年12月1日 
そう、取材現場に涙はいらない。ただ、ありのままを克明に記録し、人の愚かさや

醜さ、理不尽さ、悲哀、命の危機を伝えることが使命だ。でも、つらいものはつらい

。胸が締め付けられる。声に出して、自分に言い聞かせないとやってられない。

bandeapart72 @bandeapart72 
· 1月31日 
" でも、交通手段も乏しい危険地帯にどうやって入るのか——そう聞かれると、どこ
に行っても普通の人たちが毎日の暮らしで使っている道があると、彼は答えていた。

人々が道を示してくれるのだ、と "/英誌論客が語る後藤健二さんの"記者魂" 
http://bit.ly/1z2iORW

https://www.youtube.com/watch?v=hSq4B_zHqPM&index=5&list=RDgxEPV4kolz0
Billy Joel - The River of Dreams

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
http://fw.to/WTiRCTU
http://bit.ly/1z2iORW
https://www.youtube.com/watch?v=hSq4B_zHqPM&index=5&list=RDgxEPV4kolz0


『　（無題／下書き）　1　』　（＠中学？の夢ノート）

『　（無題／下書き）　1　』　（＠中学？の夢ノート）　
2006年11月5日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

　彼は写真屋だった。火事場や被災地、戦場かせぎをよくやった。

それは金をもうける為で、もうけた金で彼は秘境や奥地の少数民族を追い、時折故郷に戻ると思

い出したように個展を開いた。

その日、彼は砂漠地帯の国境　　交戦中の2国間の　　をただ1人歩いていた。
　

　「わたしを呼びましたか　　ヒトの子よ!!」
　顔を上げると 青く白くぼわっとして透き通ったものが目の前にあった。その色が何に似ている
かと云えば すりガラス越しに見た誘蛾灯の光　　が最も近いセンだろう。だがもちろん……
　彼にはそれが何だかわからなかった。

　

　

　「　　興味深いことですね！　おまえはわたしの姿を見、わたしの声を心で受けとめていると

いうのに、普通のヒト族のように息を詰まらせたり、必要以上に瞳孔をを開いたり、口をあけ放

しにしたり、しないのですね」

　

　「ヒトは水と火と風と土からできている。今おまえの体からはおまえの中の火のおかげで水が

なくなりつつある。　　水がなければ火は燃えつづけることができないから、ヒトは風と土とに

還る。

おまえが言っているのは今ここで4つのものに還元することが何らかの理由で不都合だということ
ですか。

　

　「　　興味深いことですね！　帰ったら、大母様に尋いてみなくては」

　

　「わたしは“みず”ですが おまえのいう水とは異ります。ヒト族のコトバでは水の精霊　　という
のが最も近いでしょう。ヒト族の言う“水”とは大母様のことで、水と土からできている。わたし
たち“みず”は大母様の娘ですが、水と光からできている。」
 
 
 

http://76519.diarynote.jp/200611050024120000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4
http://76519.diarynote.jp/200611050024120000/


『　（無題／下書き）　2　』　（＠中学？の夢ノート）

『　（無題／下書き）　2　』　（＠中学？の夢ノート）　
2006年11月5日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　彼は黙ったまま見つめていたが、やがて吸い寄せられるように抱きしめると唇を重ねた。水精

は抗いはしなかった。ただ その淡い色の瞳の奥に光の渚をゆらめかせていて、彼がそっと離すと
、たん、と

後に飛びさがった。周囲で光の輪が めくるめくばかりに きらめいていた。
　「なんですか？　今、わたしには あなたの心 が うまく解析できなかった。ハハがわたしたちに
寄せる波に少し似ている気もしますが、もっと異質で、入り組んでいます。　　それは何ですか

。

　興味深いことですね！

　前にはあなたの心には、そんな熱くて制御のきかない感情は感じられませんでした。人間の感

情というものは際限なく ふくらんでゆくものなのですか？
　教えて下さい。あなたがたは それを何と呼んで いるのです？」
　彼に答えられる筈もなかった。どうして口に出して云うことなどできるだろう。だが今は、水

精の言葉の調子にもまるきり無邪気とは言い切れないところが あるようだった。
　驚き　　それとても感情である。

　もしも彼女の好奇心というものが それほど強くなかったならば、困惑の表情さえ見ることがで
きたのではないか？

　だが全ては彼の勝手な幻想にすぎないのかも知れない。

　成長につれ 精たちは“性格”が はっきりしてくると水精は云った。
荒々しい性格になる者が確かにいるのなら、優しさや弱さといったものを理解するようになるこ

とだってありえるかも知れない。

彼は待つことにはなれていた。

 
 
 

http://76519.diarynote.jp/200611050036130000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4


『　（無題／草稿）　1　』　（＠専校or社会人1〜2年？）

『　（無題／草稿）　1　』　（＠専校or社会人1〜2年？ ： 創作同人誌『粗菜獲茶（ソサイ
エティ）』編集発行中☆）　

2006年11月5日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　なにかに魅かれ追われるように国を出た。

　幸い、メシのたねだけは確保してある。

　写真だ。

　戦場を撮り、クーデターを撮り、飢餓を撮り、たましいと獣たちを撮り　　

　みずから硬質ガラスの一個の レンズ カメラと化して、彼は、さすらいつづけた。
　

　日本には彼のいるべき場所はなかったようなのだ。なにか　　誰かが彼を呼んでいた。生まれ

たときから。精神（こころ）につけた、糸をひくように。

　

　運命と、ひとはそれを呼んだのかもしれない。彼は、どんなところでも、風と水からことばを

得ることができた。

　

　

　

　

　

　♪　最期の一滴　あるいて二滴

　　　飲まずにゆくならみち教よう

　　　ひとにやるなら　　

　　　たんと飲まそ。　　　　　　♪

　

　

　「変わった歌だ」

　カサカサに乾いた男は意識の奥でつぶやいた。

　

　

　

　

　

http://76519.diarynote.jp/200611050045290000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4


　

　　北へ還る、南へ往く。

　　　　むかしびと。



『　（無題／草稿）　2　』　（＠専校or社会人1〜2年？ ： 創作同人誌『粗菜獲茶（
ソサイエティ）』編集中☆）

『　（無題／草稿）　2　』　（＠専校or社会人1〜2年？ ： 創作同人誌『粗菜獲茶（ソサイ
エティ）』編集中☆）　

2006年11月5日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

　

　　　もとより“ヒト”は“地”（アン）と“水”（アトル）の
　　　婚姻によって生まれいでた一族。

　　　これで子を奪われた亡母さまの嘆きも、

　　　すこしはおさまろうよ。

　　　まことに海中にては息もできぬとは。

　　　さもなくば腐の水からは、われら娘（ウルワニ）が

　　　救けたろうものを。

　　　かわいそうに、《水の息子》のおとうとは、

　　　すっかり疲れてしまったよ。

　　　けれどあの者ならば我らの手で護りえよう。

　　　そう。……
　　　地の水（アナトル）のいもうとらに伝言を、ああ、

　　　雨はならぬ。真人（マヒト）の末裔（すえ）らが病（やまい）する。

　　　わき水のめぐみをな……
　

　

　

　

　水の地　　　（アトル・アン）

＞水の地の王国（アトル・アン・ティス） ＞ 海中島（アタラン）。
　

　……時代を追って隆起・乾燥。
　

　地の水（アナトル）……池・川・泉の水など、
　　　　　　　　　　　　子らを思いやる水母の命により

　　　　　　　　　　　　交替で陸にのぼる“娘（ウルワニ）”らの
　　　　　　　　　　　　職番。

http://76519.diarynote.jp/200611050057560000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4
http://76519.diarynote.jp/200611050057560000/


　

　水命宮。



『　水恋　-SUI・REN-　（1）　』　（1990.03.05.）

『　水恋　-SUI・REN-　（1）　』　（by　柊、真（とう・ま）　＠1990.03.05.）　
2006年11月6日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
 
　

　なにかにせかれ追われるように国を出た。日本という場所には 在りたくない気が彼はしたのだ
。

　さいわい、食ってくための技術には自信があった。

　写真だ。

　ひとびとの倦み疲れた表情を追い、ねじれた森を探り、裂けた魚や斃（たお）れゆく獣たちの

慟哭を伝えつづけるうちに、

　いつしか、彼は、戦場にたっていた。

　

　　　砂漠だ。

　一面の、荒れた すなはら……
　

　かつて、けれどさして遠いことでなく、ここにも木草は茂っていたのだという。

　いま視界にはいるのは、どこまでも点々と散るほそく小さな生き物の白骸と、ちかくに倒れた

数人の、血。

　膝から下がずたずたに裂けた自分の脚を見おろして、座りこんだ彼は、茫然としていた。

　止血が してある。だれも、生きて残っては いないというのに。
　かたわらで彼を護るように横たわって死んでいるのは、この戦地へ来て雇ったばかりのまだ若

い助手。

　彼、日本人、ISOHARAの写真集に、何年も前に生き別れた家族の無事な姿を見たのだと、出会
った時に静かに語った。

　それは、彼が身内の恩人であるかのように、若者に錯覚させたのだろうか……
　腹部の深い裂傷は、だが絶息するまでに いくらか時間がかかっただろう。
　爆風でとばされたすこし離れたところから、這い、にじって 彼の安否をたしかめに来たあとが
沙になかば 吸われた血痕となって つづいていた。
　びょう、と、旋風が吹く。

　もはや遺体となった連れたちに葬悼の白いすなが降る。

　ジープは爆発転倒して、なお炎をあげていた。

　そうだ。

　地雷かなにかを踏んだのだ。

　見かえれば、後にしてきた前線の駐留基地は はるか地平に没し、水も食糧もなかまとともに失
っていた。

http://76519.diarynote.jp/200611060052080000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4
http://76519.diarynote.jp/200611060052080000/


　そして、足が動かない。

　ただカメラだけが彼の胸に無意識にかばわれて、まったくの無傷で有った。

　　　撮る、か。

　苦笑して、彼は手をのばし、一歩をいざった。

　すこし動いてからふりかえり、勇敢で無謀だった仲間たちの末路と、ぼろになった自分の足

とを、苦心してアングルにとらえる。

　フィルムの殘数を確かめて再びいざりはじめた。

　もうそれほど離れてはいないはずだったのだ、目的地は。

　危険だという強硬な反対を押し切って出てきた以上、捜索や救援部隊は望めまい。おなじこの

荒沙のさなかで朽ち骨をさらすなら、せめて、最後まで意地を通したかった　　撮るのだ。

　傾きはじめた巨大な太陽の方角を、彼は目指した。

　この条件では自分は三日ももつまい。けれど、5年、10年たって、この不毛で醜悪な戦争にもい
つか終りが来るとき、誰かが忘れられた写真を発見してくれれば、それでよい……もっとも、こ
の過酷な環境下でフィルムがそれまで保てば、の話だが。

　

　いざりはじめて次の日の夕刻、すでに伝説となった最後のオアシスが、濃い朱色のなか、黒い

影となって前方に浮かびあがった。

　水の場（オアシス）。

　このあたり一帯のそれが、もう幾年も前に化学物質が大量に流布されて以来、草原のなか生き

ものの集う宝玉ではありえず、ただ白い沙原のそこかしこに点々と散る濁った銅色の鏡、あるい

はもっとも少額の、クズ同然のはしたの価幣にしか、例えられなくなって、久しい。

　そして、植物のまもりを失った泉のほうもまた、年々その力を衰えさせ、餓えた虚空に吸い上

げられてゆく運命にあるらしい。

　そうした厳しい現実を 彼もほかの取材屋たちも危険な戦場めぐりのうちに目のあたりにして
きた。それが、どういう風向き加減でか、たったひとつ薬品の害から免がれえた泉地があると

いう。

　難民たちからの定かではない情報に、飛びつくようにあわただしく出発してきたのは、ひとつ

には“彼らを保護する”名目でこの地のいさかいに介入してきた大国の駐留基地で、奴隷同然に浅黒
い美しい肌の人々を扱うそのやり方を、これ以上は見ていたくなかった、というのがあるかも知

れない。

　

　日が没し、彼は うめいた。
　すでに死期は近く、眼はふさがり、のどはひあがり、意識は朦朧としている。

　だが、死よりも悪い光景というのはあるものだ。

　彼の目指してきた聖地は枯れていた。

　昇りそめた月が彼の影をながく前方に投げかける。その先に、葉をおとし黒ずんで枯死した、

ひとむれの樹々。



　では、最後まで、残っていた、というのは本当だったのだ。

　そしてそれすらも力尽きたということだ。

　

　　　神よ

　

　渇いて動きはせぬ舌で彼は つぶやいた。
　

　　　これが、人間の したことか ……
　

　這い、たどってきた道程のせいで傷つき、よくは動かない指で、かすむ目をまばたきながら 静
かにシャッターを押した。

　彼は、なおも、這った。

　生きるものが水を必要とするように、水とても植物の護りを必要とする。ここに至る水脈のす

べてが滅びつつあるというのに、たとえ人の造った愚かな兵器の害は直接には避けられたとし

ても、たったひとつの泉だけが、淋しく 永らえていられるものではない。
　小さな けものたちの 骸（むくろ）が ふえていた。
　逃げこんで、二度とこの地から出ることもかなわずに、餓えてじわじわと 殺されていったのだ
ろうか。

　ときおり、とどまっては、フィルムにおさめながら、もはやよける力とてない彼は、もろく砕

ける骨をのりこえて、泉の奥をめざした。

　泥が、ひろく、溜まっていた。

　枯れてかたむいた木立ちの輪のなかで、すでになかば表面は干涸らびて、無数の亀裂をはしら

せている。

　ごくわずかに残された底のほうの水面も、風や水とともに流れこんだ薬品に汚染された徴の、

奇妙な緑色にゆらめいて月光を拒絶していた。

　一枚、一枚、命数とひきかえにアングルを決めてゆく。

　ついにフィルムが尽き、彼は、ほとんど動かなくなった腕で長い時間をかけて湖底の泥をかき

だし、小さな山と横穴とを築いてカメラとフィルムケースをおさめた。

　ふと、のこしてきた日本へあてて遺書というものを書こうとも思ったが、やめた。

　真実をとらえたものが いつか 人の手に渡るのなら、十分、その役を果たしてくれるだろう……
　小さな塚山により添うかたちで横たわり、彼はとうとう深い眠りにつこうとしていた。

　ひと息ごとにからだからなにかが流れてゆくのがわかる。

　つぎの夜明けの冷気をは、耐える力はもはやないだろう。

　抱いた築山がまるで女性の子宮のようだと静かに微笑して、目を、閉じた。

　欠けはじめの月が宙天をはしりやがて傾いてゆく。

　現し身から抜け出しかけた魂は そして不思議な光景を 砂漠のうえに 視た。
 



 



『　水恋　-SUI・REN-　（2）　』　（1990.03.05.〜）

『　水恋　-SUI・REN-　（2）　』　（by　柊、真（とう・ま）　＠1990.03.05.〜）　
2006年11月7日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (3)
　

　　　　。

　それは、時間を超越した あるいは現象だったかも知れない。
　彼の視座は閉ざされたまぶたの奥にいまだあるようで、同時に高く虚空に飛びたちかけても

おり、眼下、一面の廃土には、悪魔の孫（DEMON-III）とも呼ばれる薬品特有の傷膿のような薄い
黄緑色が、月に照らし出されて渺々（びょうびょう）とひろがっていた。

　点々と、ひときわ濃く散るのが汚染された泉の姿か。

　おともなく風もない世界でたましいは、寒さだけを感じた。

　地獄

　そう、呟やきかけたとき。

　荒漠たる地平の彼方より、純粋な靄（もや）だけがもつ白ひといろの光が、ひとつ、ふたつ…
…そして無数に、たち昇り現われた。
　

　白虹。

　いや、おぼろな 人影 とも見える。
　光柱はそれぞれに散らばり、地の上に降りたつと、くまなく覆うように漂よい動きまわる様

子だ。ふとたましいが心づいたことには、それらが通り過ぎた後には大地はひとしおに寒々と涸

れはて乾上がり、薬品の発色だけが濃い。

　かわりに、ごく小さな無数の金色の光粒が、よくこれだけと思うほど地表や地底から丁寧に集

め拾い出されて、樹木の花か果実さながらにのように光柱にまとい、周囲に漂よい、蝶の乱舞に

も似てまといつき連れられてゆくのであった。

　ちかくで視ればひとつひとつは小さな生き物の姿をしているだろう、そう思考するわけでも

なく たましいは感じた。

　それならば、光柱のむれは天使だろうか、話にきく沙漠の妖神（ジン）たちだろうか……
　こころひかれた魂は、いつしか己れもまた、さまざまなひかり渦まくさいはての野へと　吸い

よせられ、まざりこんでいた。

　見上げるばかりに宙天を指す、ひかり、またひかりの柱。

　そこには、遠い潮騒やかすかな瀬々らぎ、はるかな鳴滝にも通じる、無限にくりかえし、つつ

みこむ、時そのものを楽の音にしたような不可思議なざわめきが、静かに満ちていた。

　いつしか、遠い潮騒やかすかな瀬々らぎ、はるかな鳴滝にも通じる、無限に くりかえし、たた
みかけ、包みこむ、時 そのものを楽の音にしたような不可思議なざわめきが、沙の封土のうえい

http://76519.diarynote.jp/200611070019290000/
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っぱいを、静かに満たしていた。

　よく聴こうとすればそれは、光の柱や光の粒子たちの、声やことのはとも思える。

　魂は、呪詛の声をなかば、救われた声をなかば、小さな光の亡骸たちに望んで、その群のさな

かへとわけてはいった。

　けれど、異（ちが）ったのだ。

　しれらは一様にかたくまぶたを閉ざし、彼のように目覚めているものさえいない。

　野に斃れたけものたち、ひとたちの失なわれた姿は、胎児のようにまるまり、ただかつての生

命の残光を発しながら白虹の周囲をへめぐり、乱舞し　　順を待つもののように、やがてはふい

と白い光のはしらのなかに吸われて、苦悶するでなく、祝福されるのでもなく、あわあわと溶け

こんで、消え去っていってしまう。

　魂は、おののいた。

　うつくしすぎる光景だった。

　おのれもまた、呼びよせられた ひとつとして、気がつけば 小さな光柱の力に とらえられている
。

　魂は、ふるえた。

　消えるのは、いやだ 消えたくない……！
　逃がれようとする異なる分子のあることに、人影とも思える天高くそびえる光は、気づいたよ

うだった。

　気配がのびてきて、魂に触れる。

　光が魂を識るのと同時に、たましいは、光人のいま視ている世界をかいま見ることになった。

　

　女性……で、あった。
　植物に そそぐ 夏の雨のように、かつて生命あった金色の光たちを力としてとりこみながら、そ
の大いなる数多の存在は　

　

　天使、という単語を彼は想起した。

　いつしか息絶えかけた泉のかたわら、自分の体に戻り、目を瞠（みひら）いて精霊界の出来事

を見上げながら、彼は、声を聴いていた。　

　　　母上様はお怒りです。

　　　もはや水の太霊（おかあ）さまは

　　　この地をお見捨てなされた。

　　　他の三族の皆さまに申し上げる。我ら水霊、

　　　以後この荒土には一雨、一滴たりとも流れ降りることはないゆえ、

　　　あとは煮るなと焼くなと、皆さまのよろしいように。

　

　

　……母上様はお怒りです……



　

　……お怒りです……
　

　殷々とひびく深い銅鑼のような波動で、光柱のどれかが語ったその意味を、ふいに魂は はっき
りと覚った。

　

　……もはや、水の太霊（おかあ）さまはこの地をお見捨てなされた……
　

　……お見捨てなされた……
　

　幾多の光柱が、くりかえしよせるように それらの思念を、反復し、伝えあい、境土の隅々へと
浸透させてゆく。

　

　……地よ、火よ、風よ……
　

　……他の三族の皆さまに申し上げる……
　

　……申し上げる……
　

　……我ら、水霊……
　

　……これより後、この荒土には……
　

　……一雨、一滴たりと 流れ降りることはない……
　

　声はひとつのもののようでもあり、光柱すべてが潮の響きのように唱和したものとも、思えた

。

　ややあって、

　

　（　　承知　　）

　

　という応えが 地、火、風、 それぞれの波動で届けられた時、すべての気配は消え、彼は異し世
を見る力を失い、正気づいたと思った。

　

　

　

　



　

　燥いた世界。

　荒涼ただひといろの……
　動かぬ瞳であたりを見渡せば、先刻まではたしかにあった周囲の木立ちの枯れた姿もなく、湖

底の泥も その亀裂も さらさらと風に吹きくずれて、ひとかけらの湿りけもないただの無機物、細
かく砕かれただけの鉱石と帰していた。

　月面の、クレーター、というのがオアシスの最後にもっともよく似たものだろう。

　西の地平にその月は沈みかけ、おびただしい白虹の群れが遠く海の方角に尾をひいて飛び去ろ

うとしていた。

　　　夜は、がらんどうだ。

　星々だけが はるか高処に凍てつき、塵のような惑星上のことなど、そしらぬ貌をしている。
　軌道のうえを人工衛星が すばやく よぎって行った。
　その動きにつられて視線を転じた彼は、おのれの傍らに、なにかの気配があしをとめ、うずく

まるのを感じた。

　　　誰だ……？
　　　そなた、まだ、連れてはゆけぬな。

　気配はさきほどの白虹だったろう。

　応えるともなく波動がひろがり、無数の、もとは生き物たちだった光の粒子をまといつかせて

、その存在は青白い純粋な光そのものと、彼の意識には映った。

　　　天使か。それとも“神”か？
　　　俺の魂を連れて行くのか……？
　　　我は、〈水の娘〉

　笑い、ともとれる、ゆらめきの波をたたせて、精霊はそう告げた。

　　　そなたの魂魄はそなた自身のものよ。

　　　好きなところに行くがよい。

　　　したが、そなたの器のなかの〈水〉、

　　　それは我らのもの、我ら一族のもの、

　　　我ら〈水〉が神々とそなたに貸して

　　　与えてあるもの。

　　　返してもらおう。

　　　そなたの滅びと共に。

　

　　　そうか……
　

　彼は呟やいた。では、俺の魂は どこへ行くのだ？
　

　　　知らぬ。



　

　精霊は冷たく応えた。

　

　　　我ら無限連鎖を渡るものには、

　　　転生流転の行く果てなど関わりなきこと。

　　　器を離れて まで 何故みずからに固執する？
　

　

　

　

　

　

　

聖霊　精霊

　DEMON-THIRD、デモサード

　

　

　

「渇くのなら求めるのなら、

　我らの庇護する世界から

　出でなければよいものを!!

　

　

・神霊と精霊、転生と変化のこと。

・魂と器の構成物質のこと。

・人祖、ティクス＝アセル神が水霊を犯して生ませた人族のこと。

・人界神話のこと。

・精霊世界のなりたちのこと。



　

　

　（……未完……★）

 



　「水恋」　１　（2009年10月31日）

継続はちから。（　「水恋」　１）

2009年10月31日 連載 コメント (2)
 
（旧ファイル分類：「はじまるまえの物語」／2010.11.07.変更）
 

　水　恋　－SUI·REN－　（『はじまるまえの物語』第一話）

　　　一、　地

　みんな怒っていた。

　あまりに酷い。

　保護する施設のはずなのに、これでは家畜か、囚人以下だ。

　しかし抗議をするのは取材者たちの仕事ではなく、できることは写真を撮り、声を拾い、可能

な限り精確に状況を描写して、それぞれの所属する報道機関やＮＧＯあてに、遅滞なく速やかに

情報を送信するだけ。

　しかも記者団に認められた滞在期間はほんの三日。さらには「立ち入り許可区域内のみ」とい

う制限付きときた。

「Ａ国横暴！」と出発前に小役人を怒鳴りつけた某有名世界的ジャーナリストは、選抜記者団の

リストから故意にはずされてしまうという始末。

　代わりにリストに入った磯原岳人（いそはら・がくと）は、とにかく写真を撮った。

　撮って撮りまくって少しでも多く伝えるのが、彼にできる唯一の仕事であるからだ。

（まぁ、このうち何枚が採用になるか、わからないけどな……）
　とにかく撮るのだ。そして、撮れる限りの期間が終わった。

「明日、どうする？」

　記者仲間が声をかけてきたのは、夜もだいぶ更けた頃だった。

「ああ、同行させてもらうよ。」

　取材許可期間、は今日の夕方で終わったが、Ａ国軍の中型輸送機が国際記者団を迎えにくる

のは、明日の午後遅くか、へたすれば明後日になるという。それまでのあいだは与えられた狭苦

しい「記者団テント」から、みだりに基地内を出歩くな、とのお達しだ。
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　冗談じゃない。

　空調もない娯楽もない電源もないから情報送信機器も使えない狭苦しい軍用テントのなかでわ

れわれに無為に時間を潰していろというのか、ふざけるな。

　憤慨したある記者がかけあって、戦災難民「保護キャンプ」とは名ばかりの、実質的な「先住

民族強制収容所」兼、あからさまにいえばＡ国「平和監視」（＝占領）軍のための補給兵站出撃

準備基地の機密事項だらけのフェンスの外側ならば自由に出向いて見てきていい。そう交渉をと

りつけてきた。

　危険だし汚染されているし本来なら好んで人間が出歩くようなエリアであるはずもないが。

　そこはそれ、各地の戦場や被災地をわたり歩いてきた彼らには、リスクよりも優先したいもの

がある。

「どうなっているのか知りたい。」という衝動。

　それはもうほとんど、彼らの本能だ。

「聞いたか？　《奇跡のオアシス》のこと。」

「あぁ。……本当かなぁ？」

　反政府武装集団を鎮圧し、内乱を平定して後進国Ｂに秩序と繁栄をもたらすのが国際警察たる

超大国Ａ国の責務であると。そう勝手な口実をうそぶいて実質的には資源略奪戦争を始めたＡ国

軍は、しかし母国の独立自尊を守るためにはと急遽停戦を結んだＢ国政府軍と反政府軍の双方か

らの挟撃に遭い、そこへ資源のわけまえを狙ったＣ国がＡの尻馬に乗って便乗参戦。しかしその

他の良心的な国際組織はそれを非難してＢ国「臨時統一国防軍」を支援するために「停戦促進

部隊」を結成して大量に派兵し……

　意味も大儀もない泥沼の混戦と乱闘が長く続いたあげく、地下水脈も灌漑水路も空爆によって

ずたずたに分断され。

　ＡとＣが大量にばらまいた化学兵器と放射能廃棄物が、美しかった草原の国を枯れ果てた荒野

に変えた。

　その、荒野のなかで一カ所だけ、奇跡的に汚染を逃れて昔日の美しい生物層を保っている砂漠

のなかのオアシスがあるという。それはすでに敗亡したＢ国先住民にとっては残された唯一の希

望であり神話であり、子どもたちに語り継ぐべきおとぎ話のたぐいであった。



　それが、この基地から軍用車で数時間のところに実在するのだと、記者団からの取材をうけた

、ある古老が言った。

　その場で詳細な地図まで描いてくれた。

　これはもう、行くしかあるまい。道々、空爆や戦車の轍痕や植物相の被害程度をカメラにおさ

めながら……

　と、記者団内の有志数名は合同取材行の予定を立てたのだった。

 
 
 
 
　



　「水恋」　２　（2009年11月2日）

継続はちから。（　「水恋」　２）

2009年11月2日 連載 コメント (1)
 
（旧ファイル分類：「はじまるまえの物語」／2010.11.07.変更）
　

　

　

「おれは１０年前にもここへ取材に来たことがある……」
　一人の記者が、ちからなく呟いて涙を落とした。あまりの変貌ぶり、あまりの荒廃に。

　見渡す限り、至るところ、爆撃痕、銃撃痕、血痕、大規模火災の残骸。

　ときおり鋭く、ガイガーカウンターだけが短く叫ぶ。

　危険！　危険！　危険！　……

「うるせぇ！」と、誰かが毒づきながらスイッチを切ってしまった。

　どこもかしこも、「即刻退避！」と規定されている安全基準値をはるかに超えている。

　あれのせいだ。あの兵器。

　みんなもちろん解っているが、我が身の安全のためにＡ軍の基地内に逃げ戻ろう……とは、誰
も言い出さない。

　かつては繁華な商店街であったろうところは黒く焦げつくした瓦礫の山となり、豊かな穀倉地

やのどかな牧草地であったろうところは、大小重なりあった空爆痕の穴だらけで、今は動くもの

とてなく。

　白くひからびた骨はすべて粉々に砕け散って、元の形も、どれが誰の骨なのかも、判別のつけ

ようがない。

　生きたものの姿は一木一草も、一頭の獣も一匹の虫さえもなく。

　破壊され尽くした土地の死の静寂と、風と沙のうめく音だけがあった。

　ただ一筋、いっそ奇怪なほどに無傷で端麗な、道路。

「戦災難民」を強制収容し、危険な地下資源の露天掘り人足として供出する、そのための運搬…
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…軍用道路だ。

「行こうぜ。」

　岳人（がくと）は言った。

「……オアシスへ……。」

　そうだ、オアシスへ行こう。

　希望はまだ、残されているのだから。

　唯一の安全が確保されているクソ忌々しく快適な軍用道路を、一路、ジープは南へと向かった

。

 



「 水 恋 」　３　（2009年11月4日）

「 水 恋 」　３
2009年11月4日 連載 コメント (1)
 
（旧ファイル分類：「はじまるまえの物語」／2010.11.07.変更）

　

「そろそろじゃないか？」

　夜明け前に基地のゲートを後にして何カ所かで寄り道をして、すでに太陽は天高く、遮るもの

とてない荒野のなかの一本道を情け容赦なく焦がしつけている。

「目印を見落とさないようにしないと……」
「あれか？」

「ちょっと違うんじゃないか？」

　四人乗りの軍用ジープに大の男が七人も相乗りしているので車上は狭い。前に二人、後部座席

に詰め込んで三人。じゃんけんで負けた不運な二人はその後部座席の三人の間にそれぞれの脚部

を突っ込んで、腰をかけているのは後ろの荷台の上だ。

　運転席とその隣の会話を聞くともなしに聞きながら、岳人は使いこんだ望遠カメラを胸に周囲

の風景を眺めまわしていた。照りつける日差しが目を痛めないよう、愛用のカメラジャケットを

頭に被っている。

　岳人の隣に座っている記者は書くほうが専門だ。ときおり鼻をすすり上げ、嗚咽の声をかくす

こともなく拳で涙を横殴りにこすりながら、手にした野外帳に今さっき見てきたことを脇目もふ

らずに書きつけていた。

「あった。あれだ……」
「曲がるぞ。後ろの二人、落っこちるなよ。」

「ああ。」岳人は足に力を入れなおして頷いた。隣の男はしゃくりながらも一瞬たりと書く手を

止めず、しかし聞こえていた証拠に前に低く屈んで、完璧に整備舗装された軍用道路から外れて

岩漠荒野へ出るという車の揺動に備えた。

　しかし。

　次の瞬間に襲ってきた衝撃と、音と閃光と熱と煙とは、そんな予想を超えた。
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　岳人は自分のからだが激しく宙に舞い上がったのを感じた。

　それっきり、あとは覚えていない。

　　

 



『　（無題／草稿）　』　（＠高校3年、もしくは素浪人？中☆）

『　（無題／草稿）　』　（＠高校3年、もしくは素浪人？中☆）　
2006年11月4日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (3)
 
　

　「三日ほど、帰らないよ」

　岳人が言った。

　「まああなた。どうなさいましたの？」

　すこし古風な日本語をしゃべる、妻はベドウィンの血統をひいている。

　「授業で、うっかり英文に脱線しちまった。明日にはバレていると思う。」

　「……査問委員会？」
　「いや。そこまではいかないだろう。とりあえず自主反省ということで」

　妻は困惑し、不安をあらわにして夫にとりすがった。

　「出ましょうあなた。日本を出ましょう。まだ、安全なくには、いくらか残っているわ」

　「砂漠には還れない。それに……」
　苦悩するように夫は言った。

　「いまとなっては、もう 許可がおりないさ。不可能だ。知ってるかい、ぼくにはもう県境移動
許可すらおりないんだよ」

　「まあ。」

　「それに、すくなくともこの市は、ほかの土地よりはいくらか　　マシ。安全なはずなんだ。

」

　「知っていますわあなた。風たちがおしえてくれますもの。ここは、盆地で、水が流れ、春あ

たたかく、冬さむく、……四季のめぐりがゆたかで、原野にちかく、山々にかこまれて……」
　昔人（むかしびと）たちが好んだ土地なのでしょう。かつて住んだ、昔人たちの情念が、結界

をまもっている土地なのでしょう。」

　妻は、《白の一族》とよばれる、魔術師のうまれだった。

　

　（※善野盆地の鳥瞰図的イメージイラスト？あり。）

　

　　

　　むかしびと　縄文　情紋　　
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　Κ（カッパ）、Μ（ミュー）、Χ（カイ）、Ω（オメガ）

　

　……朝日ヶ森 反戦基地 少年隊の 班長サイン
カッパの班は工作隊、ミュウは前哨エスパー部隊（元魔法派）

カイが総リーダーの多数派で、オメガ（おメガ）が科学技術を担当

　

　→数I， P294参照

 



人物小史／磯原　岳人　（2009年10月31日）

人物小史／磯原　岳人　（＊創作＊）

2009年10月31日 リステラス星圏史略　（創作）
 
　磯原　岳人（いそはら・がくと）

　生後数日にして事情あって遺棄された孤児。施設で育つ。

　磯原はおそらく実親の姓。「岳人」の名付け親は大原園長。

　高校卒業後、専門学校を経てプロカメラマンに弟子入り。

　後、フリーランスの戦場カメラマンとして世界的名声を得る。

　中東の戦地周辺域にて、難民キャンプ取材後の移動中、記者仲間数人と同乗していたジープで

対車両地雷を踏んで負傷。両膝下切断。国際的援助団体所属の看護士に発見され、献身的な看病

にて一命を取り留める。

　半年後、その看護士（婦）を妻として伴い、日本へ帰国。執筆、翻訳、英語教師業などで生計

をたて、実子４人と養子１人を育てる。

　末子である磯原清が生来病弱で医療費が嵩んだため、善野（おおの）市の私立善野高校に英語

科教員として招聘されたのを機に、横浜市の繁華街にほど近い丘の上の自宅を売却、善野市に

転居。

　善野高校勤務のかたわら、不自由な足をおして善野の多様な自然を紹介する写真集を作成。全

国にその素晴らしさを知らしめ、北陸「斜断道」トンネル掘削計画を阻止するべく世論を喚起

した。

　善野水没時行方不明者リストに記載されている。

・主な登場作品：

『水恋』（はじまるまえのものがたり）

『善野物語』シリーズ　他。

・参考　http://76519.diarynote.jp/200611060052080000/　など。
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磯原岳人の物語。　（2014年9月30日）

磯原岳人の物語。

2014年9月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
 
後で書くためのめも。(^_^;)
ネタばかりどんどん増える…
(^。^;)

これね。（－－；）

http://76519.diarynote.jp/200609282032080000/
核ひま…もとい、
書いてる暇が今秋はない…（－－；）

といってるひまに加工！（いや書こう…）

「白の民の血筋の末か？この星を三周したこどもじゃの。」

「え…？　…三周じゃきかないんじゃないかなぁ…」
彼は自分の取材の旅の数の多さと渡航歴と、パスポートの判の多さを思い出しながら答えた。

光は笑った。

「そなた一人の動きのことではない。血脈が、の話じゃ」

（参照：http://85358.diarynote.jp/201409291341256175/ ）

「この者の行く末を頼めようか、《火の白》よ」

「…わが身には過ぎた名をいただきました、《水の継》様。」
白の一族の長末娘は膝を折って答えた。

「謹んで。我が後半生を捧げ、お仕えいたしましょう」

火

白

http://85358.diarynote.jp/201409301550305482/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201409301550305482/
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水

月

青

炎

金

禁

 
 

コメント

 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月1日8:53
 
「イギリスがイスラム国の空爆を開始」（１時間前）

　…（－－；）…

まさに。いま「未来史」の渦中…。
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/


ミーニエ・マリセの物語。　（2014年10月１日）

http://85358.diarynote.jp/201410011027044038/
（10月01日）ミーニエ・マリセの物語。
2014年9月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
めも。

「努めがいのある仕事と、良い伴侶と、５人の可愛い息子たちに恵まれ、素晴らしい前半生で

した。

さらに晩年になって思わぬ異郷で、生き別れた双子の姉と再会できましたことは、望外の歓びで

した。

もう何も思い残すことはありません。転生権を返上し、後進たちの指導の任にあたりたいと思い

ます。」《火の白》

「現（うつし）身に移しきるにはあまりにも魂が育ちすぎていた。

ゆえに二つ身に分け御霊したが、それゆえあまりにも遠き時空に隔てられるわけにはゆかぬゆえ

」《白の黄金》

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月1日15:02
訂正。《炎の金》。

霊界（魂の転生システム）と、

バーチャルな亜空間の創作管理や異空間移動力は、別の問題。

前者は経験と人格が尺度で、

後者は知能や技能が基準。

霊格レベルの高い聡明なミーニエは必ずしも天才的に賢いわけではないし、

最高峰の頭脳を誇るサキやウェイファンの人格が高いかと言うと…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201410011027044038/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201410011027044038/
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201410011027044038
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┐(’〜`；)┌

別に読者に説明する必要はないかも知れないが、

私の脳内では整理しなおておくこと！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年10月6日8:00

新宿次郎さんがリツイート 

蝉新聞 @kaerusemi · 5 分 5分前 

アフリカはフランスの植民地時代がありフランス人が多く出入りしている。当然医療機関もあり

そこからエボラ患者の血液を入手し政府要人用に血清をストックしているだろう。エボラ患者の1
人目はフランスの威信もあり生還させなければならない。つまり血清を間違いなく使用して

いる。#エボラ

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


荘厳なる夜の庭　１　（2012年2月14日）

荘厳なる夜の庭　１

2012年2月14日 連載
 

（2012.07.28.転載）
 
 
 
荘厳なる夜の庭　２2012年2月14日 連載

（2012.07.28.転載）
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「私が夢で視た、イラクのあの仲間たち」…彼らが、つまり、「イスラム国」の、中核
なのか…　（2015年2月2日）

http://85358.diarynote.jp/201502021657121733/

ISLAMIC STATE , I stand with you .
2015年2月2日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (6)
 
魂なＢＧＭ。

https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8
https://www.youtube.com/watch?v=YxxNafzT5No

私はアメリカ軍が「イラクで何をしたか」を知っている…。

だから、

私は「イスラム国」の苦境と苦悩がわかる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%9B%BD

手段や権力体制に問題があるとは思うが。それでも。

「世界中が敵になっても」私は、

アメリカより、ニホン【酷性腐】より、

　イスラム国を、支持する…。

T. HIRANOさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors 
· 2月1日 
本当になんなのこの国・・・(°_°) 
https://twitter.com/value_investors/status/561699135070277632/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前 
ほんとそうですよね。あの米国の軍事力でも滅ぼせない理由は、武力が武力を増大

する。そこに日本は参戦すると言ってます。阿呆かと思いま

すRT"@GoodBye_Nuclear 世界最強の米軍がテロを防げない。自衛隊が海外の戦争に
参加して、日本が日本人がテロの標的となる危険性は確実に増す

http://85358.diarynote.jp/201502021657121733/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201502021657121733/
https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8
https://www.youtube.com/watch?v=YxxNafzT5No
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%9B%BD
https://twitter.com/value_investors/status/561699135070277632/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前 
テレビで「イスラム国」と連日、聞いてると勘違いする人がいる。『イスラム』が全

面的に悪いと勘違いする人が多くなる。そんなこたーない。イスラムの人達は日本に

好意的だ。そういう間違えた認識にならないように、日本のメディアには責任があ

るぞ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 20時間 20時間前 
他にいるだろうね。拘束されてる日本人が。

だっておかしいですよね。ヨルダンの女性死刑囚は自爆テロの女性。ISISの権力者でも
ない「お前は死んで来い」という、ただの捨て駒の女性。それを釈放の条件にしてる

というのは様々な「世論の分断」が目的じゃないの。たぶんいると思う。他の日本

人が。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
ほんと思うけどね

「安倍、勝てない戦争に参加した向こう見ずな決断をした。あなたの国民はどこにい

ても殺されることになる」と言ってるキチガイ集団の、アメリカも武力で制圧できな

い残虐組織に、あべくんが「罪を償わせる」なんて軽々しく言ったら、またその発

言を、やつらに利用されるんじゃないの

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
超過激派テロ集団を生んだのも、アメリカのイラク戦争がきっかけですよね。あの時

もアメリカの専門家には反対してる人がいた。でもやった。アメリカも、これ以上の

自国の犠牲者を出せないと、なんだか中途半端な状態だった。その結果、治安が維持

できなくなり、結果、今回のような過激派を生んだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 22時間 22時間前 
俺たちは必要以上に、萎縮しない方が良いと思う

それがやつらの狙いだから。あんな残虐な動画を編集して、日本へ恐怖を与えるのが

目的だから。ただ問題だと思うのは「我々の常識を遥かに超えた残虐な事をする集団

」だから、そんな相手にトップがムキになったり、表現方法を間違えたら、更に深刻

になる

どうもＴＨ氏は国際情勢については認識が甘いなぁ…
（＾＾；）



＞アメリカのヘーゲル国防長官も、2014年8月14日に「イスラム国」について次のように語ったと
いう[8]。
「（イスラム国は）テロリスト集団の域を超え、イデオロギーと、戦略や戦術に長けた高度な軍

事力、そして資金力がある。これまで目にしてきたどの組織とも違う。 われわれは万全を期さな
ければならない[8]」

ＴＨ氏、イラクでアメリカが何をやらかしたか…

どれだけ「残虐」なのが「アメリカ軍と民間傭兵会社」であるのか…

知らないの…？？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
いぬHK：７時のニュース

「これから日本人は、世界中、どこにいても、テロの対象になるのだと意識しなけれ

ばならない。」　始まったな。

＞ http://85358.diarynote.jp/201502020000142685/
の、コメント欄につながる…（－－＃）…

T. HIRANOさんがリツイート 
落合洋司　Yoji Ochiai @yjochi 
· 2月1日 
イラクのフセイン政権を、ガセネタの大量破壊兵器保有を理由に壊滅させたのは米国

。それによる治安崩壊がISISを生み出してしまった。対米追随が、常に平和につながり
日本の国策に沿うわけではない、という、冷めた現実感は必要だと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk&list=RDYxxNafzT5No&index=5
 
       
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201502020000142685/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日17:02
あと、気づいたことだが、大半のニホンジンは、後藤健二氏に対する「嫉妬」があるため、反応

がわやわやになる…

何であれ、この壁はないが海に囲まれた放射能アウシュビッツで、わけもわかってないまま蒸し

焼きに殺されていくニホンジンの大半に比べれば、

自力でアラブという異世界にまで行き、「世界のために自分ができる全力を尽くして」

劇的に生きて死んだ？のだから…

うらやましくて、しかし、それを態度や口やココロの表層に出したら、

「やっていけなくなることが判っている」から…

受けた本当の衝撃と嫉妬と苦しみを、「イスラム国バッシング」に、すりかえて、アバレテいる

んだろうなぁ…

水から揚げられて甲板で暴れている鰯のような人生…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日17:06
ていうか、いま気づいた。

「私が夢で視た、イラクのあの仲間たち」…

彼らが、つまり、「イスラム国」の、中核なのか…

　ｗ（＠ｗ＠；）ｗ

がんばれ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日17:18
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1日 1日前 
2月1日 16時11分 【共同通信】

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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「武装したテロリストが東北電力東通原発（青森県東通村）への攻撃を計画していると想定し、

青森県警と陸上自衛隊が１日、合同訓練を実施した。」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:28
cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
あの二人は元気でやってる。首もしっかりつながった状態で、整形してつるッパゲになって、銀

座の千疋屋でフルーツパフェでも食べている姿が見られる。心配しなくていい。

役者なんだから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
元FBI長官クーパー「人々には怪物のような陰謀は信じることができないというハンディがある
」「個人は、あまりにも巨大過ぎて存在することが信じられないほどの陰謀と直面することによ

って不具にされている」

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
そして、それが爆発的な怒りになるのを、為政者達は先刻ご承知。

彼らが描いたストーリーで物事が運ぶ。

単純さが故に、

反応がわかりやすいが故に。

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
みんな、まだ何かを信じている。

とんでもない、壮大なスケールの「騙し」があるとは思ってない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 17時間 17時間前 
世論誘導の手口、情報統制のテクニック。

・攻撃相手にレッテルを貼る。

・スローガンで自国の正義を煽り立てる。

・権威付けで、正当性を強調する。

・権威者・カリスマに協賛（ステマ）してもらう。

・自分たちが味方であると一体感を強調する。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300754 …

http://85358.diarynote.jp/
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cmk2wlさんがリツイート  
Cäsi @Entelchen 
· 1月31日 
「今の時代、国が我々に嘘をついていることに気づいた者はキチガイ扱いされる。さらにその嘘

を告発しようとすると陰謀論者扱いされ、この嘘についてギャグを言うと投獄される。」（テロ

賛美容疑で逮捕されたフランスのコメディアン、ディウドネ・ンバラ・ンバラ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:28
cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen 
· 1月22日 
「私の経験上（大手メディアの）ジャーナリストとは、現実の暗部を直視し、徹底分析すること

がむしろ苦手で、代わりに現実の不安を取り除いてくれるお決まりの言説や既成の解説方法にす

がりつきたがる人達だ」（独元ジャーナリスト、ファン・ロッサム）

http://www.nachdenkseiten.de/?p=24698

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:37

cmk2wl @cmk2wl 
· 2月1日 
自分と向きあったことがなければ、人と語るべき何も持たないんだよ。

抑圧、投影 、取り入れ、合理化、退行、昇華、打ち消し等々、自分の心を守るメカニズムが、お
かしな方向に働くとスパムにまで成り下がってしまう。

まず、自分の心理と向かい合ったほうがいい。

http://85358.diarynote.jp/
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ほら、まさに、「ダウラ」。…夢で、聴いてた合言葉…。　（2015年2月2日）

http://85358.diarynote.jp/201502021757263209/

「押しつけられた国境」を消し去ろうとして

いる。but, PLEASE ! NO WAR...
2015年2月2日 チベット有問題 ！ コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=h4PqLKWuwyU
Martin Luther King and Malcolm X Debate 

（前項参照）　気分なＢＧＭ。

https://www.youtube.com/watch?v=Imz9oFipliE

（前項コメント欄、参照）。

（私は「湾岸戦争の前」に、

「どこかの砂漠の国。大国に一方的に絨毯爆撃されて首都壊滅。」

「いったん撤退し、奥地にて再戦を企図する人たち」の、

「予知夢」を、視ていました…）

参照

。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%9B%BD

＞人権侵害

＞2014年9月にイスラーム国のイラクでの人権侵害を非難する決議が国連人権理事会で全会一致で
採択された[14]。
＞特に、欧州などからやって来ている戦闘員は残虐な行為する者が多い

「手段」には問題が多い。しかし、

「国家再建」という理念は、否定ができない。

＞イスラーム国が動画などで自らを指す場合は、単に「ダウラ」（＝国、国家の意）という言葉

を使う事が多い。

ほら、まさに、「ダウラ」。

…夢で、聴いてた合言葉…。
…（－－；）…

＞主張する領土[編集]
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第一次世界大戦中の1916年に、イギリスはフランスやロシアとともにオスマン帝国の領土を、ア
ラブ人やクルド人などの現地住民の意向を無視して、自分たちの勢力圏を決める秘密協定「サイ

クス・ピコ協定」を締結し、戦後その協定に修正を加えて国境線を引いた。オスマン帝国領から

西欧列強の植民地となった地域はその後独立したが、シリア、レバノン、イラク、ヨルダンとい

った国々に分割されたという歴史がある[13]。西欧列強は中東の古い秩序を根こそぎひっくり返し
てしまった[13]。西欧列強が秘密協定によって引いた国境線によって作られた国々の枠組みは「サ
イクス・ピコ体制」と呼ばれている[13]。イスラーム国は、目標のひとつとしてサイクス・ピコ体
制の打破を掲げている[13]。「押しつけられた国境」を消し去ろうとしているかのようである[13]
。

「チベット独立」回復を支持する私が、

「イスラム独立」回復を支持しない？

それは、ありえない…

願わくば。

その手段がなるべく、ガンジーやキング牧師のように、

「人類的に高い理念を伴う」崇高な平和主義にて、遂行されますように…

（でも、ベトナムやキューバの

「徹底抗戦」の、歴史的価値も、けして否定は、しない…。）

ひとつだけ。

私は、常に、「弱いほうの味方」である…

アメリカ軍利権集団＋ユダヤ大資本のタッグより、

現状、イスラム国のほうが、はるかに小さく、弱い…

ので、暴力度が「比較級程度」の範囲内なら…

「どちらを支持するのか」は、明白…。

反歌？？

https://www.youtube.com/watch?v=ST86JM1RPl0
Tears For Fears - "Everybody Wants To Rule The World"

https://www.youtube.com/watch?v=OglS3Q0Zxik

https://www.youtube.com/watch?v=ST86JM1RPl0
https://www.youtube.com/watch?v=OglS3Q0Zxik


Can’t Hold Us - Pentatonix (Macklemore & Ryan Lewis cover) 

★【マルコムX】が全米で大ブーム…。
https://www.youtube.com/watch?v=ETm6sjbmVzM
Denzel Washington talks about movie Malcolm X on Japanese 

https://www.youtube.com/watch?v=TO6Co8v2XjY
この問題。本国アメリカ合衆国自体が、割れる…。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:10
＞イスラーム国は、数的には決して圧倒的ではないが、優れた西側の兵器やシリア騒乱で得た戦

闘経験を持ち、攻撃目標の適切な選択をすることで、不必要な犠牲を出さない効率的な戦い方を

心得ており、志願兵の流入と相まって勢力を拡大している

…＜（－－；）＞…
あぁ…「（前世で）身に覚え」のあるセリフ…★

…（〜〜；）…

すいません。今生は、「非暴力不服従／直接行動／完全？平和主義者」の、

誓いを、すでに、立てちゃったので…

不参加。（－－；）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:17
＞まっとうな運営をしている面

＞イスラーム国は住民から略奪するだけでなく、銀行や発電所、礼拝所やパン屋に至るまで運営

している。利があると見れば、敵対するはずのアサド政権と親しい業者とも取引を行う他、元ア

サド派や、多数いる外国人にも要職を任せており、貧困層や母子家庭への支援も行っている[206]
。

https://www.youtube.com/watch?v=ETm6sjbmVzM
https://www.youtube.com/watch?v=TO6Co8v2XjY
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＞通貨

＞イスラーム国は、支配する域内で今まで流通してきた（そして「専制国の通貨システム」とし

て彼らが忌み嫌っている）米国のドルやイラク・ディナールを使用することは止めて、今回発行

することになった独自通貨を使用するよう勧めている、という

ぅう（＾＾；）ぅぅ。

支持せざるをえない！賢明な政策群ッ！

　ｗ（＾＾；）ｗ

すでに数年以内？に、自壊しつつあるアメリカより、よっぽどマシだ…ッ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:38
cmk2wlさんがリツイート  
Cäsi @Entelchen 
· 1月25日 
ドイツ左派党元党首ラフォンテーヌ「中東に火種を撒いているのはアメリカだ。イスラム国に資

金援助をしているのもアメリカだ。なぜ誰もこの事実をはっきり口にしないのだ。」

https://www.youtube.com/watch?v=tsSff1IeemA …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:56

cmk2wl @cmk2wl 
· 1月31日 
気づいた奴から声をあげろ。

立ち上がれ。

FRYING DUTCHMAN

http://85358.diarynote.jp/
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「未来史学」資料…。　（2015年2月2日）

http://85358.diarynote.jp/201502021921297564/

「未来史学」資料…。
2015年2月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

http://pic.twitter.com/MnMvJa8k3e

『美術館で愛を語る』配信開始！/岩渕潤子 @tawarayasotatsu · 5時間5時間前 
ISILと闘うクルド系女性戦闘員部隊について・・・
＞Female Fighters of Kurdistan (Part 2/3):
http://youtu.be/cGVkQtMjDk8 @YouTube

狂四郎 (I.Setter) @Kyou_shirou · 20時間20時間前 
,ＩＳＩＬ(イスラム国)と戦う
クルド人女性戦闘員　

Kurdish female fighters face jihadists in Iraq’s north: 
http://youtu.be/Gr_xQtXWzoY
「イスラム国」と戦うクルド人女性戦闘員 Kurdish female fighters face jihadists in
Iraq’s... 
イラク北部マフムル（Makhmur）で、ライフルを肩にかけ、ベルトに手投げ弾を下げ
、「女性を解放するため」にイスラム国と戦うクルド人女性戦闘員を取材した。8月21
日撮影。(c)AFP 2014年9月15日 IRAQ, Makhmur : Tekoshin stands on a mountain in
north...

http://85358.diarynote.jp/201502021921297564/
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…さて困った…ｗ（－－；）ｗ…

クルドのほうが弱勢？

クルドのほうが女性の人権を尊重？

じゃ、

【イスラム国 vs クルド問題】だったら、

クルドの味方…？？
…＜（〜〜；）＞…

Fran Power @FPower1 · 12月13日 
All in the name of Religion RT"@EskandarSadeghi: ISIS Publish Pamphlet On How to
Treat Female Slaves #Isil #Iraq 
http://www.newsweek.com/isis-release-questions-and-answers-pamphlet-how-treat-
female-slaves-290511 …"
http://t.co/MygJvSzMif
ISIS Publish Pamphlet On How to Treat Female Slaves 
It says that sexual intercourse is “permissible”, as is trading non-Muslim slaves,
including young girls 

Kobane_RojAva @_KOBANE · 12月10日 
#IslamicState published Q&A on how to treat female captures
#Ezidi Women enslaved by #IS medieval subhumans #ISIL 
https://twitter.com/_KOBANE/status/542785223914971136/photo/1

なにが「正義」で、

なにが「邪悪」だ？

わかることは、「私は常に弱いほうと共に立つ。」という、大原則。だけだ…

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

       

http://www.newsweek.com/isis-release-questions-and-answers-pamphlet-how-treat-female-slaves-290511
http://t.co/MygJvSzMif
https://twitter.com/_KOBANE/status/542785223914971136/photo/1


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日19:22
未来史のなかに「ヤニ・シュゼンジシヴ・シュゼンジシカ」という名前の女性がいるのだが。

（＾＾；）

この名前、ロシア系？クルド系？ルーマニアとかの人…？？
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こういう残虐性はイスラムとは関係なし。イラクの軍人やいわゆる秘密警察の特徴。
　（2015年2月2日）

http://85358.diarynote.jp/201502021941141829/

BUT... I just SHOUT !! this ONE SONG...
2015年2月2日 ★戦争反対★
 
https://www.youtube.com/watch?v=f1TZ9giKgXo
We Are The World: The Next Generation 

masanorinaito @masanorinaito 
· 8時間 8時間前 
些細なことと思うかもしれないが、米国をはじめ、イスラム国を潰すためにアサド政

権の暴虐とごっちゃにする傾向がある。騙されてはいけない。どちらも国民を殺戮す

る許しがたい存在 

masanorinaito @masanorinaito 
· 8時間 8時間前 
こういう残虐性はイスラムとは関係なし。イラクの軍人やいわゆる秘密警察の特徴。

犯罪集団と妥協してはならないが、相手の詳細は知っておかねばならない

masanorinaito @masanorinaito 
· 8時間 8時間前 
某局のニュースで。シリアからトルコに逃れた難民の発言として「イスラム国が恐ろ

しくて3年前に逃げてきました」←嘘。3年前にイスラム国は存在せず。首相発言にも
この手の間違いがあった。

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas
USA FOR AFRICA - We Are The World 

cmk2wl @cmk2wl 
· 2月1日 
まず戦争。相手を負かせたら復興にセメント屋。その後はコカ・コーラだのシェル石

油だのフォードだの、あれこれいろんな商品を売りつけて、通貨で差益が稼げるよう

http://85358.diarynote.jp/201502021941141829/
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になれば操作。バブルを演出してさらに吐き出させて、一転させ不況にして収奪。最

後は戦争させて稼ぐ。抜け目がないのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=Glny4jSciVI
We Are The World 25 For Haiti - Official Video

https://www.youtube.com/watch?v=PwrkGtjj8b4
Somos El Mundo Por Haiti

masanorinaitoさんがリツイート 
岡野八代 @yot07814 
· 1月27日 
現在の中東の混乱は、第一次世界大戦以降の西洋近代国家の暴力的な領域国家化の「

結果」だと論じる内藤正典さん。集団的自衛権行使についても、近代的な軍事行動の

正当化とは異なる視点から、根本的な批判を続けています。国民国家論からいまだ抜

け出せない近代人の末裔であるわたしは、学ぶこと大。

masanorinaitoさんがリツイート 
岡野八代 @yot07814 
· 1月27日 
内藤正典『イスラム戦争』240より「日本で集団的自衛権の行使が議論され、海外への
派兵の条件を緩和しようとしているさなか、世界の方が変わってしまったことに注意

を向けなければなりません。[...]軍事力の行使ではおよそ問題が解決しない方向に変わ
っていたのです」

https://www.youtube.com/watch?v=R5VbannH5wY
WE ARE THE WORLD /Philippines | ALL-STARS BOLOGNA 
| MarkPrincePhotography 

…拾い物…
https://www.youtube.com/watch?v=caDrv_a9R5I
ウルトラの奇跡－自衛隊編－（字幕）

https://www.youtube.com/watch?v=Glny4jSciVI
https://www.youtube.com/watch?v=PwrkGtjj8b4
https://www.youtube.com/watch?v=R5VbannH5wY
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本を隠す行為に対して、死罪という罰則を設けた。　（2015年2月3日）

http://85358.diarynote.jp/201502030118342014/

ＮＡＫＢＡ…？
2015年2月3日 チベット有問題 ！ コメント (3)
　

（必聴！）

https://www.youtube.com/watch?v=eU1x8WwY2sw
Mor ve Ötesi - Nakba 　

これが本当なら…？（－－＃）
ごめん。やっぱり、

「イスラム邦」は「支持できない」…？？

bandeapart72 @bandeapart72 
· 2月1日 
" 2003年のイラク戦争の際も、モスルでは図書館が破壊された。しかしこのときは、住
民が書籍を自宅に運び出すなどして避難させ、本を戦火から守った。しかし今回イス

ラム国は、本を隠す行為に対して、死罪という罰則を設けた " 
http://huff.to/1JYK6vS

bandeapart72 @bandeapart72 
· 2月1日 
" アラブ人向けのイギリス紙「アル・アラブ」は、イスラム国の焚書（ふんしょ）行為
を「ホロコースト」と批判した。 "/イスラム国は図書館の本を焼いた【焚書】
http://huff.to/1JYK6vS

https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8
Cyndi Lauper - True Colors 

bandeapart72 @bandeapart72 
· 2月1日 
"今回の読売新聞の記事は、報道が持つ社会的な意義を新聞自らが貶め、憲法で保証さ

http://85358.diarynote.jp/201502030118342014/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
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れた「報道の自由」を投げ捨てる愚行だ "/読売新聞による朝日記者のシリア取材批判
はメディアの自殺ー新聞が「報道の自由」を自ら捨てる愚行(志葉玲) 
http://bit.ly/1ymKRra

bandeapart72さんがリツイート 
Midori Fujisawa @midoriSW19 
· 2月1日 
殺害動画とともに発表されたISのメッセージに惑わされないで。ISは恐怖で私たちをコ
ントロールしようと、二人を拘束した時から利用するタイミングを見計らっていた。

冷静になろう。ISの脅しがあろうがなかろうが、意見すべき事には意見し、議論し、受
入れられないなら断固反対すべきではない？

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
Billy Joel - Piano Man 

bandeapart72 @bandeapart72 
· 1月31日 
Kenji Goto: Told the stories of ordinary people - via @Telegraph http://fw.to/WTiRCTU

bandeapart72さんがリツイート 
後藤健二 @kenjigotoip 
· 2010年12月1日 
そう、取材現場に涙はいらない。ただ、ありのままを克明に記録し、人の愚かさや

醜さ、理不尽さ、悲哀、命の危機を伝えることが使命だ。でも、つらいものはつらい

。胸が締め付けられる。声に出して、自分に言い聞かせないとやってられない。

bandeapart72 @bandeapart72 
· 1月31日 
" でも、交通手段も乏しい危険地帯にどうやって入るのか——そう聞かれると、どこ
に行っても普通の人たちが毎日の暮らしで使っている道があると、彼は答えていた。

人々が道を示してくれるのだ、と "/英誌論客が語る後藤健二さんの"記者魂" 
http://bit.ly/1z2iORW

https://www.youtube.com/watch?v=hSq4B_zHqPM&index=5&list=RDgxEPV4kolz0

http://bit.ly/1ymKRra
https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
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Billy Joel - The River of Dreams

bandeapart72さんがリツイート 
安田菜津紀 @NatsukiYasuda 
· 1月31日 
震災直後に被災地のおばあちゃんに声をかけられた。「外国のこと、教えてちょう

だい」。自分が家を流されてみて初めて、厳しい暮らしを続ける人の気持ちが分かっ

た気がするから、と。そのときはただただ驚いたけれど、今なら分かる。寛容さは、

そんな他者への想像力の連鎖なのだ、と。

https://www.youtube.com/watch?v=mUqCFHu8-S8
戦場のピアニスト　　Janusz Olejniczak

https://www.youtube.com/watch?v=jHfQCfUTlXE
Chopin Ballade in G Minor Scene- The Pianist

https://www.youtube.com/watch?v=Tnj6COmS4ow
Schindler’s list - Main theme (piano) 

【LIFE】　IS　 NEVER　END　！

https://www.youtube.com/watch?v=o-4lSWom9bY
BILLY JOEL: FOR THE LONGEST TIME.
 
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3日1:36
ようするにうちのカミサマはこの１コめのアニメを日本に紹介させたかったらしいです…ｗ（
＾＾；）ｗ
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「寝てよし」の許可が出たので、寝ますｗｗｗ

（そしてついにうっかり目撃してしまった、後藤氏の顔写真…

　…（－－；）…

…やっぱり…

名前は知らなかったんだけど、「顔見知り」の「ピースウォーク仲間」の、人でした…

彼は、死なない。

魂が、生きてる。からね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日8:15

ん〜…(^_^;)

やっぱり後藤氏は

「死んでない」ですね。(^_^;)

霊感ある人ならみんなそう言うと思うけど、

まぁ、本名で表舞台に出てくることはもう無くて、死せる英雄？として「噂だけ」が政治的に利

用されるんでしょう…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日8:18
朝、起きたら、やけに耳の中が静寂だなぁ〜と思ったら、夜のうちにどかどか発震済みだったと

いう…(・ω・;)(;・ω・)

３連休の中日。

予定は家事。
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も少し寝ます。(^_^;)



Your Way is My Way.　（2015年2月3日）

http://85358.diarynote.jp/201502031957213522/

Let’s GO TO KENJI’s　WAY ！ �بن ا�  ةينغأ  / ديشن
ك�لع مالس   |

2015年2月3日 ★戦争反対★ コメント (2)
 
Your Way is My Way.
We Walk together, FOREVER !!

https://www.youtube.com/watch?v=Xq6CNuxFy5g
Godiego ビューティフル・ネーム（中国語バージョン）

https://www.youtube.com/watch?v=ytvnMgRH-mE
ゴダイゴ　「ビューティフル・ネーム」　（ネパール語）

https://www.youtube.com/watch?v=oKea-xN1aTA
THE WILDHEARTS - I Wanna Go Where The People Go 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch-LiHne0YA
Hakeim : Al Salam Alikoum 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSdpokbVSRI
Stratovarius Black diamond traducida en español

https://www.youtube.com/watch?v=uLEO39jCTO0
Yoko Ono - Let the Tears Dry

https://www.youtube.com/watch?v=S68Sc_SoelY
ABBA- Chiquitita Lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=VXkIwcICnk4
Yoko Ono - Never Say Goodbye lyrics 
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https://www.youtube.com/watch?v=QQpVjI5WNHc
安室奈美恵 NEVER END 2000-07-28

https://www.youtube.com/watch?v=cFU-FJzPE80
Timmy Thomas - Why can’t we live together 

https://www.youtube.com/watch?v=D8yvP8tp_JM
Rick Astley Together Forever lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=XRvR5HRpP18
The Undisputed Truth - you make your own heaven and hell right here on earth

https://www.youtube.com/watch?v=G9o2eKHHoeI
ك�لع مالس  �بن  ا�  ةينغأ  / ديشن  | Ya Nabi Salam Alayka

おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=Mccgr0WR7AY
ICPA Kids Chanting Group - Multicultural Mawlid Concert 2013 

何を言ってるのか一言も判らないが（＾＾；）

字幕の感じでは、コーランを暗唱している？

らしい？

こんなに愛らしく賢い子どもたちに、

けして、

銃や憎しみを、向けてはいけない…。

https://www.youtube.com/watch?
v=b3DM9GmUtQo&list=PLcjEVHHlgi4m4wR6yyflEA6yHcI5TySvA
Def Tech - My Way LIVE 

https://www.youtube.com/watch?v=QQpVjI5WNHc
https://www.youtube.com/watch?v=cFU-FJzPE80
https://www.youtube.com/watch?v=D8yvP8tp_JM
https://www.youtube.com/watch?v=XRvR5HRpP18
https://www.youtube.com/watch?v=G9o2eKHHoeI
https://www.youtube.com/watch?v=Mccgr0WR7AY
https://www.youtube.com/watch?v=b3DM9GmUtQo&list=PLcjEVHHlgi4m4wR6yyflEA6yHcI5TySvA


（最後のしめくくりが、SALAM。だけは判る！）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日20:10
もしかして若い人は知らないかもしれないけど、

日本は中国を侵略して、残虐の限りを尽くしていたんだよ。

３０年前？まだ恨みつらみが強烈に残っているその地へ、

ゴダイゴはものすごい覚悟の上で、

その中国に乗り込んだ。

再び、友達になるために。

ただ、音楽だけを持って…

本当の勇気って、こういうのじゃ、ないかい？

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日5:46
祝♪「世界で最も非暴力的な軍隊ベスト１５ アジアで唯一日本がランクイン」(≧ω≦)b

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


「まさか（笑）日本で、そんなこたーないだろ」とか言ってる場合じゃないよね。
　（2015年2月5日 ）

http://85358.diarynote.jp/201502050907041682/

【この数日「日本の未来を決定する」であろう

ことが、国会で討論されてます」】。

2015年2月5日 ★戦争反対★ コメント (1)
 
（２コ前から続く。）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
たったの７０年

「１０年は、ひと昔」と言うけど、１０年なんて、あっという間ですよね。

その「７倍」そんな昔の事じゃない。７０年前は。日本は戦争してた。国民総出で。

それで「赤紙」が来て「お前は戦地に行け」とやってた。これも日本ですよね 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562956398380982274/photo/1 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
でも今回の「ヨルダンの飛行士が残虐な最後」→「速攻でヨルダンが死刑執行した」

という報道は、日本でもかなりショックだったようで、今まで「は？まさか？」と

か言ってた友人も『これはやばいわな。憎悪の応酬だ。いずれ世界大戦にもつながる

かもな。やられたら、やりかえす』　←やっとわかったの？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
今日、パリでテロ宣言とか

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562823688035508225 …）

「まさか（笑）日本で、そんなこたーないだろ」とか言ってる場合じゃないよね。だ

って日本も米英と共に参加するって宣言だし。それなら、それで「日本国民は覚悟あ

るのか？」って事じゃないの。事は進んでる。国会で。

http://85358.diarynote.jp/201502050907041682/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201502050907041682/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063727203/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562956398380982274/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562823688035508225


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
高田 渡さんの反戦歌。
当時の日本には、こういうミュージシャンがいたんよね。今はいないね

1969年『高田渡/五つの赤い風船』に収録され、その後、発売されたが「放送禁止」
になった唄。

https://www.youtube.com/watch?v=mOwvbjEge_I …

https://www.youtube.com/watch?v=ajCYQL8ouqw
Beatles- Let It Be
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日9:07
時間切れ。

https://www.youtube.com/watch?v=mOwvbjEge_I
https://www.youtube.com/watch?v=ajCYQL8ouqw
http://85358.diarynote.jp/
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Let me GO TO KENJI’ s way !　（2015年2月6日）

http://85358.diarynote.jp/201502060210107033/

「ようこそ、イラクへ！」〜Let me GO TO
KENJI’ s way !
2015年2月6日 ★戦争反対★
　

はい。もっと、

本人が喜んでくれそうな、

ピッタリ♪　（＾ｗ＾）

の曲が見つかりましたよ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=1sUnQo5WNZo
SOUL FLOWER UNION: LIVE1999 #3: 
戦火のかなた/海ゆかば山ゆかば踊るかばね 

私が先日、とてもくっきりと明確なヴィジョンのなかで、彼から聴いた言葉は、以下の通りです

。

「誰かが人間の歴史の中で、この役割を、

　背負わなければいけなかったのなら、

　他の誰でもなく、自分が引き受けることができて、よかった。」

です…。

ホンモノのキリスト者と、ハンパでも霊能者には、

つとに知られていることですが、

http://85358.diarynote.jp/201502060210107033/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://diarynote.jp/items/books-jp/4886261329/
https://www.youtube.com/watch?v=1sUnQo5WNZo


「マザーテレサは死んでいない」のと、同じくらい、

「後藤健二は、死んではいない」です…。

彼はそのまま、存在し、活動し、ひとびとのために、精力的に、活動を、続けています…

いつかは、私も、その領域まで、魂の深化を、続けていけますように…

目指せ！　あいぬ・ねのあん・あいぬ…！

https://www.youtube.com/watch?v=p6t6sQ5IEE0
NEWEST MODEL ’SOUL FLOWER UNION’ - アイヌプリ

https://www.youtube.com/watch?v=B5xOv7wDWqo
喜納昌吉 - 地球の涙に虹がかかるまで 

https://www.youtube.com/watch?v=irIFal6v2l4
喜納昌吉 - 安里のタンメー

喜納昌吉 - 開戦前のイラクで 
https://www.youtube.com/watch?v=xfH5qx9vAvA

https://www.youtube.com/watch?v=P98AjTKSKJU
mohammed al salem: arabic song iraqi style

https://www.youtube.com/watch?v=p6t6sQ5IEE0
https://www.youtube.com/watch?v=B5xOv7wDWqo
https://www.youtube.com/watch?v=irIFal6v2l4
https://www.youtube.com/watch?v=xfH5qx9vAvA
https://www.youtube.com/watch?v=P98AjTKSKJU


【拡散希望】 GO TO KENJI songs.　（2015年2月6日）

http://85358.diarynote.jp/201502060250488773/

【拡散希望】 GO TO KENJI songs.
2015年2月6日 ★戦争反対★ コメント (2)

（前項の続き）。

兄弟ですか？ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=f4J7-WR1QOY&index=15&list=PL608A591E05F43CA7
Maher Zain - Number One For Me | Official Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8&list=PLBQ1GyBF_61fO2PBdwuVoIyu7eNrl87pz
若旦那 / いのち 〜桜の記憶〜 Final Ver.

https://www.youtube.com/watch?v=xwg9Lf5ruUE&list=PL608A591E05F43CA7&index=23
Maher Zain - Assalamu Alayka (Arabic) هللا لوسر  اي  كيلع  مالسلا  نيز -  رهام   

https://www.youtube.com/watch?v=jcrcmMzJn5s
若旦那「誰にも負けたくない」10/15配信 （from 11/12発売3rd AL）

https://www.youtube.com/watch?v=eLFW---YSWE&index=24&list=PL608A591E05F43CA7

http://85358.diarynote.jp/201502060250488773/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201502060250488773/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150206/85358_201502060250488773_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150206/85358_201502060250488773_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150206/85358_201502060250488773_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=f4J7-WR1QOY&index=15&list=PL608A591E05F43CA7
https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8&list=PLBQ1GyBF_61fO2PBdwuVoIyu7eNrl87pz
https://www.youtube.com/watch?v=xwg9Lf5ruUE&list=PL608A591E05F43CA7&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=jcrcmMzJn5s
https://www.youtube.com/watch?v=eLFW---YSWE&index=24&list=PL608A591E05F43CA7


Maher Zain - Ya Nabi Salam Alayka (International Version) 

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q&index=18&list=RDjcrcmMzJn5s
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

https://www.youtube.com/watch?v=eoMJJCVBCgo&list=PL608A591E05F43CA7&index=18
Maher Zain - Love Will Prevail (#SYRIA) | Official Music Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew0T4pxssiU&index=2&list=RDjcrcmMzJn5s
若旦那「このセカイは美しい」9/24配信 （11/12発売3rd ALより）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日11:21
徳島で震度５！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日15:41

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前 
戦争やテロの事は心配しても

福島原発の放射能汚染の事は無関心な人っていますよね。あれって、何でだろ？

今も「１時間あたり、福島原発からは約1000万ベクレルのセシウムが大気中に漏れてる（東電の
公表値）」なんだけどな。国内で起こってるテロみたいなもんですよね。不思議でしょうがない

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q&index=18&list=RDjcrcmMzJn5s
https://www.youtube.com/watch?v=eoMJJCVBCgo&list=PL608A591E05F43CA7&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0T4pxssiU&index=2&list=RDjcrcmMzJn5s
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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【補完】 GO TO KENJI ’s way songs.　〜「東ティモール」独立の歌〜　（2015年2
月6日）

http://85358.diarynote.jp/201502061331096909/

【補完】 GO TO KENJI ’s way songs.　〜「
東ティモール」独立の歌〜　 هللا ءاش  نإ  نيز -  رهام 
2015年2月6日 チベット有問題 ！ コメント (2)
　

（前項補足）

https://www.youtube.com/watch?v=KfXIF2Mm2Kc
Maher Zain - Insha Allah | Insya Allah | هللا ءاش  نإ  نيز -  رهام   

https://www.youtube.com/watch?v=7ngDPmE8CLM
Yoko Ono - Woman of Salem (lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=5-
YrnFpkjJs&list=PLcjEVHHlgi4m4wR6yyflEA6yHcI5TySvA&index=11
09 All That’s In The Universe - Def Tech 

https://www.youtube.com/watch?v=tRB6sL-Gjfc
YOKO ONO-"APPROXIMATELY INFINITE UNIVERSE" (1972) 

https://www.youtube.com/watch?v=foSbqLi6U10
Maher Zain - Palestine Will Be Free | ررحتت فوس  نيطسلف  نيز -  رهام   

https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8&spfreload=10
パレスチナ PALESTINE - ソウル・フラワー・ユニオン Soul Flower Union 

WE WILL STAND WITH YOU, 

FRIENDS OF ALL OVER THE WORLD, 

ALWAYS AND FOREVER !!

http://85358.diarynote.jp/201502061331096909/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
http://85358.diarynote.jp/201502061331096909/
https://www.youtube.com/watch?v=KfXIF2Mm2Kc
https://www.youtube.com/watch?v=7ngDPmE8CLM
https://www.youtube.com/watch?v=5-YrnFpkjJs&list=PLcjEVHHlgi4m4wR6yyflEA6yHcI5TySvA&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=tRB6sL-Gjfc
https://www.youtube.com/watch?v=foSbqLi6U10
https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8&spfreload=10


https://www.youtube.com/watch?v=Rzr7aEiTN7Y
SOUL FLOWER MONONOKE SUMMIT 02.5 EAST TIMOR 1 

https://www.youtube.com/watch?v=r8w6HYROFfU&list=PL476FAB186641752A&index=21
おんがく♫MUSIC - Def Tech
 
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6日15:31

T. HIRANOさんがリツイート 

西谷文和 @saveiraq 
· 6時間 6時間前 
ブッシュがイスラム国の生みの親とすれば、「育ての親」はオバマやアサド、イスラエルだ。後

藤さん湯川さんで大騒ぎするメディア。一回の空爆で１５０人亡くなっていることも同等に伝え

るべきだ。シリア内戦の死者は20万人を超えた。茨木市や宇治市が３年でなくなった計算。これ
こそがニュースだ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日15:49

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 22時間 22時間前 
パイロットの「命」が第一

「アラブ首長国連邦：ＵＡＥが、米国主導の有志連合による、ISILへの空爆作戦の参加を中断して
いることが分かった。ヨルダン空軍機がシリアで墜落したことを受け、パイロットらの安全を懸

https://www.youtube.com/watch?v=Rzr7aEiTN7Y
https://www.youtube.com/watch?v=r8w6HYROFfU&list=PL476FAB186641752A&index=21
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502061331096909
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


念し、空爆参加の中断を決めた



みんな、思い出すべきだ。【第一次世界大戦が、テロとの戦い、として始まった、とい
うことを。】　（2015年2月6日）

http://85358.diarynote.jp/201502061652359490/

殺人幇助は懲役何年？／「イスラム国について

わからなかったのだから仕方がない」／何であ

れば分かってるんだろう…？
2015年2月6日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (6)
　

（携帯内メモ整理中）。

https://www.youtube.com/watch?v=iOGbbdmKXmU&list=PL476FAB186641752A
Naturally Blue - Def Tech

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
こういう事があった

『きざみ昆布：北海道産昆布。販売者：福井県 HN」　購入後に「HN」は何県の工場
なのか？を問い合わせしたら→「HNって何県ですか？」→「協力工場です」→「だか
ら何県なんですか？」→「福島県です」→「福島のどこですか？」→「それはお答え

できません」→なんでよ？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2月5日 
２ちゃんの書き込み。

「（大阪府）土曜日に、心臓のあたりが痛いなと思って循環器科に行ったら、 心電図
の後に、その大動脈乖離の検査されたわ。 最近多いですからねだって。」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/563227593113993216/photo/1

54人がリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2月2日 
インフルエンザワクチン無効の記事がつぶされているwww
＞ 1月23日に掲載致しました本件記事につきまして、現在追加取材中につき一時的に
非公開にしております。 

http://85358.diarynote.jp/201502061652359490/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201502061652359490/
https://www.youtube.com/watch?v=iOGbbdmKXmU&list=PL476FAB186641752A
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/563227593113993216/photo/1


https://twitter.com/cmk2wl/status/562238466423943169/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=_I52Fx1ARY8&index=17&list=PL476FAB186641752A
A-1 - Def Tech 

数学Ｍ @hiro_mmmm · 2月2日 
すげぇ話だ

NEWS23によると、
「イスラム国についてわからなかった(のだから仕方がない)」
と自民幹部が言ったらしいな。

わからないから仕方ねぇだろ

これはすごい。政権の言うことではないわ(嘲笑)

Asa I am not ABE @Asa021 · 2月2日 
@hiro_mmmm 何であれば分かってるんだろう…？

©1987� hierogram™ � @hierogram · 4時間4時間前 
【菅官房長官、初めから殺す気満々！？】

身代金用意について、「全くない。１００％ない」と明確に否定。さらに交渉する気

は「全くなかった」・・。　殺人幇助は懲役何年？

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150202-00000041-biz_reut-nb …
菅官房長官「身代金用意せず」、イスラム国との交渉を否定 （ロイター）

イシカワ(大阪都構想は大阪市破壊） @ishikawakz · 2月2日 
「全部嘘だったんだぜ」“@raiden0186: 菅官房長官「身代金用意せず」、イスラム国と
の交渉を否定 http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150202-00000041-biz_reut-nb … 
身代金を用意せず、犯人側と交渉するつもりはなかった

「あらゆるパイプを利用」「最善を尽くす」って言ってたよね？”

外教 @yuantianlaoshi · 2月2日 
「いま政府が頑張ってるんだから批判して足を引っ張るな」とか何とか言われたけど

。緊急会議ちょっと開いて仕事してるフリしてただけか

。http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L60JI20150202 …菅官房長官「身代金
用意せず」　イスラム国と交渉する気は「全くなかった」と述べた。

Poko【ぽっちゃり女性専門写真家】 @Poko_IDOHORININ · 2月2日 
菅官房長官「身代金用意せず」、イスラム国との交渉を否定

https://twitter.com/cmk2wl/status/562238466423943169/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=_I52Fx1ARY8&index=17&list=PL476FAB186641752A
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150202-00000041-biz_reut-nb
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150202-00000041-biz_reut-nb
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L60JI20150202
http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?url=http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L60JI20150202


http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?
url=http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L60JI20150202 … 
じゃあ、ヨルダンに交渉を丸投げした以外に、政府は一切何もしなかったしする気も

無かったってことだよね？それで「罪を償わせる」ために集団的自衛権の行使だとか

、出来レースじゃん。 

こどものおちんちん @sofimisei · 11時間11時間前 
#sexi #裏ミク 本当に読売新聞がおぞましい。既に大本営。吐き気がする。
http://pic.twitter.com/aAjcIr6… 
http://www12.makebot.sh/url/243508d69391ecf4e73be28352546d2b …

れべっか @YonYonToyonaka · 2月3日 
なぬ、なぬっ！やはり、そうだったのか！RT “@alienorders: “@GeorgeBowWow: 本当
に読売新聞がおぞましい。既に大本営。吐き気がする。”

読んでてよかった東京新聞。”

…「客層」から逆算すると、中日新聞も相当酷い…？　（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=_ZhuV0An7TM&list=PL476FAB186641752A&index=18
The Come Back - Def Tech

安冨歩 @anmintei · 2月2日 
みんな、思い出すべきだ。

【第一次世界大戦が、テロとの戦い、として始まった、ということを。】

セルビア人がオーストリアの皇太子をサラエボで暗殺し、

オーストリアは、テロとの戦いのために、セルビアに攻め込んだ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ オーストリア最後通牒

とめちゃん @shimanami215 · 2月2日 
子どもに聞いてみた。学校で水俣病を習ったけれども、ウィリアム・ユージン・スミ

スさんの名前すら知らない。学校で湾岸戦争を習ったけれども、香田証生さんのこと

を知らない。

学校の勉強って、こんなことばかりなんだろうな。

色々なことを知って判断し行動できる大人を育てるつもりはないらしい。

http://pic.twitter.com/aAjcIr6
http://www12.makebot.sh/url/243508d69391ecf4e73be28352546d2b
https://www.youtube.com/watch?v=_ZhuV0An7TM&list=PL476FAB186641752A&index=18
http://ja.wikipedia.org/wiki/


https://www.youtube.com/watch?v=-hv26tUQ_G8&index=19&list=PL476FAB186641752A
Catch me if you can - Def Tech
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日16:57
t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 4時間4時間前 
’@penko0900 そうそう。報道がおかしいですよね。マスコミは「イスラム国は国ではない」と何
度も言うのに、空爆の時だけは「イスラム国を空爆した」と言って、如何にも悪くないような表

現にする。シリアが空爆を要請していない限り、国連決議もない勝手な空爆は国際法違反でし

ょう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日17:00

t_m (No Nukes)さんがリツイート  
t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 5 時間5 時間前 
↓イスラム国を空爆、というが、イスラム国を国と認めてない以上、どこか他国の領土を空爆し

ているはずなのだが…。
おそらくシリアだろうけど。

ぺんこちゃん NUKE IS OVER！ @penko0900 
· 5時間 5時間前 
@t_m_tweet そうそうおかしいですよ。で、殺されるのは一般市民。マッチポンプの世界そのもの
。儲かるのは武器製造会社。

t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 4 時間4 時間前 
’@penko0900 そうそう。報道がおかしいですよね。マスコミは「イスラム国は国ではない」と何
度も言うのに、空爆の時だけは「イスラム国を空爆した」と言って、如何にも悪くないような表

現にする。シリアが空爆を要請していない限り、国連決議もない勝手な空爆は国際法違反でし

ょう。

https://www.youtube.com/watch?v=-hv26tUQ_G8&index=19&list=PL476FAB186641752A
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


ぺんこちゃん NUKE IS OVER！ @penko0900 · 4 時間4 時間前 
@t_m_tweet どこのイスラム国（国際法上認められた国家）を攻撃したのか押してて欲しいですね
。自称国家ではだめなんですよね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日17:01
t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 5時間5時間前 
↓イスラム国を空爆、というが、イスラム国を国と認めてない以上、どこか他国の領土を空爆し

ているはずなのだが…。
おそらくシリアだろうけど。

任我行 @MrDennisMoore · 20時間20時間前 
とりあず、シリアとヨルダンとイスラエルとイランとサウジアラビアを地図上で国名を隠して正

しくさせる人以外はこの事件にテレビでコメントさせてもらいたくない。おそらく「中東なんと

協会の＊＊＊」さん、とか除くとコメンテーターの２０％程度しかこれをクリアできないと思う

。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日17:03
紅茶デスティニー @TeaIndian · 2月3日 
シリアにおける米軍の（おそらく航空機の多分対戦車的ななにかによる）攻撃の映像すごいな

コールオブデューティーみたい

Sleeping tapir @sleepingtapir · 2月3日 
安倍政権、日本人救出のための自衛隊派遣を検討http
://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/02/03/2015020301144.html … @chosunonlineさ
んから「シリアの同意はおそらくあり得ない。仮にシリアの同意がとれたとして、ＩＳＩＬが国

家に準ずる組織であれば、自衛隊は派遣できない」を意図的に伝えていない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日17:25
ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama · 2月2日 
うちの子も湾岸戦争はイラクから仕掛けたって教わってた＞RT

http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日0:09
耳と精神が静寂に耐えられない。

もうまもなくドカンと来る。

ドカンと。

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


（2015年2月9日）

http://85358.diarynote.jp/201502090314272339/

【平和に生きる権利】El derecho de vivir en
PAZ…「おい、こら、逮捕するぞ。」
2015年2月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M2.9】津軽海峡 深さ109.7km 2015/02/08 23:25:09 http://j.mp/1D9NdPl

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M4.9】KURIL ISLANDS 51.7km 2015/02/08 21:46:42JST, 2015/02/08 12:46:42UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=43.374,147.3138%28+%5BM4.9%5D+KURIL+ISLANDS+51.7km+2015%2F02%2F08+21%3A46%3A42JST%2C+2015%2F02%2F08+12%3A46%3A42UTC+%29&ll=43.374,147.3138&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ev

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M3.7】石狩平野 深さ165.6km 2015/02/08 21:55:34
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.067,141.380&ll=43.067,141.380&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.067&lon=141.380&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://atsites.jp/eqdata/animation/20150208215534a.gif …

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約40km M4.5 8日21時47分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.3,147.4&ll=43.3,147.4&z=7&t=h … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150208215124395-082147.html …

地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 
【M4.5】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 527.2km 2015/02/08 08:27:22
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1M0gccz (USGS)http://j.mp/1zjtPcO

地震マップ @eq_map 
· 2月7日 
◆◆緊急地震速報(最終第7報)◆◆【M4.6】日本海北部 深さ370km 2015/02/08
01:40:09発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1C6L7hS

地震マップ @eq_map 
· 2月7日 
【M2.6】十勝地方 深さ101.7km 2015/02/08 01:25:05
(G)http://j.mp/1D87G79 (Y)http://j.mp/1DN9JvF

地震マップ @eq_map 
· 2月7日 
【M2.5】青森県東方沖 深さ3.4km 2015/02/08 00:18:19 http://j.mp/1zit2c9

https://www.youtube.com/watch?v=oaenYV4otdQ
戦場のメリークリスマス ライブ版

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
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· 4時間 4時間前 
ものすごい簡単な話しですよね。

日本が、かつて、戦争であった時に、悲惨な経験をした人達が、今、生きてるから、

警告してる。しかも多くの人がね。「今の日本は戦争になる前と似てる。危ない。」

と言ってることじゃないのかな。それ以外ないよね。この状態は危ないと察知しない

とダメよね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
でも、こんな感じよ。威圧的な言い方するよ。

「おい。おまえだよ」とかね。権力を持ってるという事を勘違いしてる人が多いか

らね。警察も同じ。あっ！こんなツイートしてると逮捕されるよね（笑）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
この報道を見て、びっくりしたんですけどね。

こういう流れになってるんですかね、もはや。　テレビでは「おい、こら、逮捕す

るぞ。パスポートをよこせ」とは、報道されてませんよね。

詳細（http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015020802000125.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/564420111272906752/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Ar-lK0r8hY0
和楽器による戦場のメリークリスマス

https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA
ジンタらムータ with リクルマイ - 平和に生きる権利 

https://www.youtube.com/watch?v=BshYg5BWUE4
El derecho de vivir 平和に生きる権利 

https://www.youtube.com/watch?v=XsimltGsNQg
上々颱風「いつでも誰かが」

　「　生きろ。　」

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日3:38
さらにまたぞろ、アベこべ政権が追及逃れの茶番劇。

日本の血税使ってキタさんに、ミサイル５発も

振る舞ってもらったんだってさ…(-_-#)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015020802000125.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/564420111272906752/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Ar-lK0r8hY0
https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA
https://www.youtube.com/watch?v=BshYg5BWUE4
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（2015年2月9日）

http://85358.diarynote.jp/201502091120535932/

追悼。

2015年2月9日 家族・子育て コメント (1)
 
飼っていた小鳥を餓凍死させたことがある。

中学生だった時だ。

あまりにも申し訳なく、痛ましく悲しく哀しく、自分自身の愚行が情けなさ過ぎて反省すること

すら出来ず、記憶の中に封印して、思い出すことすらなるべくしないようにしてきた。

ずっと私の中であのコたちは成仏していなかったらしい。

今さっき、二度寝の夢の中から、マトリョーシカのようなコロンとした形の、凍えているから速

く暖めてやらなくちゃ…と、気づいてすぐストーブの前に運ぼうとした二羽のインコが、すでに
硬く硬く凍りついた遺体に過ぎないことに気がついた…

本当に申し訳ないことをした。

こんな私に生き物を飼う資格はないと、わかっていたのに、地域猫で自由に育った猫めいにゃん

様を無理やり誘拐してきて、

しかも結局、死なせてしまった。

余裕のない、弱い人間だ私は。

もっとしっかり。

もっと毅くなりたい。

http://85358.diarynote.jp/201502091120535932/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
http://85358.diarynote.jp/201502091120535932/


 
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9日11:25
関東なら春一番かと思うような激しい西北からの突風軍が、高い線量を叩きつけて来る。

いよいよアイヌモシリも安住の地ではなくなった。

地球が滅びる。

地球の、現存生態系が、全部だ。

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502091120535932
http://85358.diarynote.jp/
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震源地を拡大したら、長野原の白砂川だった…(‾○‾;)　　（2015年2月15日）

http://p.booklog.jp/admin/write/new/108710

【早く！　逃げなさい。】

2015年2月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
地震も大問題だけど、

「チェルノブイリでＭ７地震」の

「情報が一切隠蔽されている」のが、最大の難敵…。

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M2.8】群馬県北西部 深さ153.3km 2015/02/15 02:58:22
(G)http://j.mp/1zeJ9sd (Y)http://j.mp/1BbHauy

地震マップ @eq_map 
· 24時間 24時間前 
Updated【M6.2】TAIWAN REGION 24.6km 2015/02/14 05:06:31JST, 2015/02/13
20:06:31UTC
(G)http://j.mp/1JazdKk (USGS)http://j.mp/1D5eWCq

地震マップ @eq_map 
· 2月13日 
Updated【M7.1】NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 13.8km 2015/02/14 03:59:12
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ax6zgV (USGS)http://j.mp/17uhzRc

地震マップ @eq_map 
· 2月13日 
【M6.8】RUSSIA-UKRAINE BORDER REGION 10.0km 2015/02/14 03:59:36
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1KTxS87 (USGS)http://j.mp/1F6Iss2

http://85358.diarynote.jp/201502150652576185/
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https://www.youtube.com/watch?v=7QAvawyGSlw&list=RD27YRNn7vZbE&index=19
Wonderful Nature of Earth - kamigami no uta
 
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15日6:53
来るかな、北関東大震災…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日7:39
震源地を拡大したら、長野原の白砂川だった…(‾○‾;)

（我が闇ファンタジーの舞台である…）ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日7:40
辺野古が大変らしい。

皆さん、ツイッタ検索。

前項参照してね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日8:35
強い風は北北東から。

でも気温は高め。

線量は低め。

酸欠感が再発。

https://www.youtube.com/watch?v=7QAvawyGSlw&list=RD27YRNn7vZbE&index=19
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502150652576185
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そう言えば、「酸欠だと幻覚や幻聴が増える」んだよ…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日13:44
なんだか頭蓋骨が変形して

寿老人みたいになってきた？

(・_・;)

被曝の影響なのか、はたまた、

明らかにユダヤの血を引く骨格だった母方の祖父母の血が発現したのか…(・ω・;)(;・ω・)

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