


朝日ヶ森の物語　（最終戦争シリーズ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝日ヶ森の物語
 

（最終戦争シリーズ）
 



『　　☆　もうひとつの地球史物語　☆　　』　（＠1991.02.10再着筆）

『　　☆　もうひとつの地球史物語　☆　　』　（＠1991.02.10再着筆）　
2006年10月2日 連載（2周目・最終戦争伝説）

　

　☆　もうひとつの地球史物語　☆

　

　　　最終戦争伝説　　

　

　

　

　

　　　　　　1991.02.10.再着筆（旧題：“俺と好”）
　　　　　　湾岸戦争が早く終わりますように。

　

　　　　　　presented by 柊実真紅（とうみ・まこ）あらため、
　　　　　　　　　　　　　外海真扉（とうみ）or塔之（とうの）真扉（まさと）
　

　

　

　1991.02.03
　

　　　 “隣りの地球”について 　　
　

　

　困ったことに　このお話は

　

　実在の地球上の できごと とは
　

　ホンットーに、関係ないんです。

　

　おおむねすべての設定は

　

　私が高校3年生だった、1983年頃、
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　見続けていた　一連の白昼夢に

　

　起因しています。

　

　どうか、こんな物騒な物語が

　

　ただふたつ、大野市と朝日ヶ森の存在を別として

　

　現実の世界に　まざっちゃったり、

　

　しませんように。…………
　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　逝ってしまった岡村のばかへ。　

 



（設定資料）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（設定資料）
 



『　第三次大戦前の朝日ヶ森学園　』　（＠中学2年時の創作ノート）

『　第三次大戦前の朝日ヶ森学園　』　（＠中学2年時の創作ノート）　
2006年10月9日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (2)
　

　　第三次大戦前の朝日ヶ森学園

　

　政府側はそこに各国の重要人物の子弟を集め

　

　いざ開戦の時に人質にとる気でいた。

　

　　しかし、やり手の女院長はそんなことはおみとおし。

　

　さか手にとって彼らにはでな反戦運動をやらせて

　

　隠れた、人民戦線内閣の前身であるカイ、レムなどの

　

　かくれみのにしていた。

　

　　また国際色豊かなこの学校、セレンの天才美人科学者などの

　

　亡命・反戦主義者を多勢かくまったので科学力は連邦軍対抗

　できるほど。どんどん地下基地を広げてゆきます。

　

　（マスミもいずれ逃げこむことになりますが……）
　

　とにかく、大人の反戦グループが次つぎにざせつしたあと

　

　朝日ヶ森の一派とマスミら 緑の旗 とが合流して人民戦線、
　

　を結成。以後、文化保存や戦争回避、エスパー部隊による

　

　軍事力の破壊　をつづけてゆきます。
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『　（年表）　』　（＠中学2年頃に作成、1990年代にかけてちょこちょこ訂正等）

『　（年表）　』　（＠中学2年頃に作成、1990年代にかけてちょこちょこ訂正等）　
2006年10月10日 連載（2周目・最終戦争伝説）
 

号年　ダレムアスにおける主要事件　　西暦　地球における関連事項

危機皇

24年　・皇女マーライシャ誕生　　　1982（九紫火星）
25年　　　　　　　　　　　　　　　1983（八白土星）
26年　　　　　　　　　　　　　　　1984　“青い鈴の花の草原”
27年　　　　　　　　　　　　　　　1985（六白金星）
28年　　　　　　　　　　　　　　　1986（五黄土星）

29年　・“大変動”起こる　　　　　1987（四緑木星）
　　　　・諸侯会議、招集される。

30年　・皇女マーライシャ、　　　　1988　・ 翼 雄輝 誕生(8/6)
　　　　　西皇子クアロスと婚約。　　　　（三碧木星）

　　　　・皇子マリセトウィト誕生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・清峰 鋭 雪の日に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聖ユリティア孤児院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の門前で発見される

31年　　　　　　　　　　　　　　　1989　・磯原岳人、行方不明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“水精”（仮題）

32年　　　　　　　　　　　　　　　1990　・磯原岳人、発見さる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・11/7、鋭、生まれる

33年　　　　　　　　　　　　　　　1991　・清瀬律子、生まれる

34年　　　　　　　　　　　　　　　1992（八白土星）

35年　　　　　　　　　　　　　　　1993　・楠りまと一之木 宮、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“昏いもの”
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36年　　　　　　　　　　　　　　　1994　・楠りま、朝日ヶ森へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・冴子夫人流産、有澄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夫妻別荘に引篭もる

無皇代

　0年・ボルドム軍、皇都マルライン　　　　・有澄夫妻、別荘にて
　　　　に襲来。事実上、統一皇朝が　　　　　記憶喪失の少女発見

　　　　崩壊す。　　　　　　　　　　　　　　マリサと名付け、　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　養女として引き取る

　1年　・マシカ、エリファーリより　1995　・有澄夫妻、外交官と
　　　　　宝玉を託される（宝玉物語）　　　　して欧州へ。真里砂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄輝と出会う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＠アロウスクール）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・会田正行生まれる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・杉谷好一生まれる

　2年　　　　　　　　　　　　　　　1996　・会田ゆかり生まれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・磯原 清 生まれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・翼夫妻飛行機事故死

　3年　・ミアテイネアに鬼王出現　　1997　・翼コンツェルン崩壊
　　　　・落ち武者皇子マリシアル　　　　　　野々宮に吸収合併

　　　　　マシカに出会う。死亡。　　　　　・雄輝、日本へ帰国

　　　　・鬼王城崩壊　　　　　　　　　　　・楠木律子生まれる

　4年　　　　　　　　　　　　　　　1998　・真里砂、朝日ヶ森へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・杉谷ユミコ生まれる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鋭、《センター》へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・磯原 清 生まれる
　5年　　　　　　　　　　　　　　　1999　・清瀬律子朝日ヶ森へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ナツキ死亡、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“マザー”となる。

　6年　　　　　　　　　　　　　　　2000　・鋭、センター脱走。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅を経て朝日ヶ森へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠木律子生まれる

　　　　・ミアテイネア地方に　　　　　　　・朝日ヶ森にて

　　　　　不思議な子供達出現　　　　　　　　三生徒が失踪



　7年　・皇子マリシアル没、　　　　2001　・清、魔を視る
　　　　・鬼王城崩壊（宝）　　　　　　　　・杉谷好一（5歳）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　侵入者2人を殺す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・杉谷一家NY移転

　8年　（この前後『記憶の旅』）　　2002　・『風の中の律子』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シリーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清瀬律子、中1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（楠木律子、中3）

　9年　・皇女、鋭、マシカに会う　　2003
　　　　・道果て村、崩壊

　　　　・マシカ、村を出る

　　　　・皇女、髪を切る

10年　　　　　　　　　　　　　　　2004（五黄土星）

11年　　　　　　　　　　　　　　　2005（四緑木星）

12年　　　　　　　　　　　　　　　2006（三碧木星）

13年　　　　　　　　　　　　　　　2007（二黒土星）

14年　　　　　　　　　　　　　　　2008・杉谷ユミコ、帰国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・杉谷好一、帰国

15年　　　　　　　　　　　　　　　2009・磯原家、O市に移転
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・磯原清、杉谷好一、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学入学、出会う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・清、高橋広文と友人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・杉谷好一、緑衣隊に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遭遇。会田正行に会う

16年　　　　　　　　　　　　　　　2010

17年　　　　　　　　　　　　　　　2011・『落日』清のESP、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　好と山籠もりする



18年　　　　　　　　　　　　　　　2012・清、好、O高に入学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・好が清に手を出す

19年　　　　　　　　　　　　　　　2013

20年　　　　　　　　　　　　　　　2014・例のメンバー、一斉に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未来へ吹っ飛ぶ。

21年　　　　　　　　　　　　　　　2015・『俺と好・2』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・O市における緑衣隊の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動、表に出る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一行、再び行方不明と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なり以後、還らず。

22年　　　　　　　　　　　　　　　2016

23年　　　　　　　　　　　　　　　2017・清瀬律子、高原桂三と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婚約

24年　　　　　　　　　　　　　　　2018・高原（清瀬）笑・緑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生まれる

25年　　　　　　　　　　　　　　　2019
26年　　　　　　　　　　　　　　　2020
27年　　　　　　　　　　　　　　　2021
28年　　　　　　　　　　　　　　　2022
29年　　　　　　　　　　　　　　　2023
30年　　　　　　　　　　　　　　　2024
31年　　　　　　　　　　　　　　　2025
32年　　　　　　　　　　　　　　　2026
33年　　　　　　　　　　　　　　　2027
34年　　　　　　　　　　　　　　　2028
35年　　　　　　　　　　　　　　　2029
36年　　　　　　　　　　　　　　　2030
37年　　　　　　　　　　　　　　　2031
38年　　　　　　　　　　　　　　　2032



39年　　　　　　　　　　　　　　　2033
40年　　　　　　　　　　　　　　　2034
41年　　　　　　　　　　　　　　　2035
42年　　　　　　　　　　　　　　　2036・楠木（高原）律子誕生
43年　　　　　　　　　　　　　　　2037
44年　　　　　　　　　　　　　　　2038
45年　　　　　　　　　　　　　　　2039
46年　　　　　　　　　　　　　　　2040
47年　　　　　　　　　　　　　　　2041
48年　　　　　　　　　　　　　　　2042
49年　　　　　　　　　　　　　　　2043
50年　　　　　　　　　　　　　　　2044
51年　　　　　　　　　　　　　　　2045
52年・楠木(高原)律子ダレムアスへ　2046
53年　　　　　　　　　　　　　　　2047
54年　　　　　　　　　　　　　　　2048
55年　　　　　　　　　　　　　　　2049
56年　　　　　　　　　　　　　　　2050
57年　　　　　　　　　　　　　　　2051
58年　　　　　　　　　　　　　　　2052
59年　　　　　　　　　　　　　　　2053
60年　　　　　　　　　　　　　　　2054
61年　　　　　　　　　　　　　　　2055
62年　　　　　　　　　　　　　　　2056
63年　　　　　　　　　　　　　　　2057
64年　　　　　　　　　　　　　　　2058
65年　　　　　　　　　　　　　　　2059
66年戦女皇代　　　　　　　　　　2060
67年　　　　　　　　　　　　　　　2061
68年　　　　　　　　　　　　　　　2062
69年　　　　　　　　　　　　　　　2063
70年　　　　　　　　　　　　　　　2064
71年　　　　　　　　　　　　　　　2065
72年　　　　　　　　　　　　　　　2066
73年　・決戦　　　　　　　　　　　2067
74年　・掃討　　　　　　　　　　　2068
75年　・帰還　　　　　　　　　　　2069



戦女皇

　0年　・女皇マーライシャ即位　　　2070　・清峰鋭、楠木律子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帰還

　1年　　　　　　　　　　　　　　　2071
　2年　　　　　　　　　　　　　　　2072
　3年　　　　　　　　　　　　　　　2073
　4年　　　　　　　　　　　　　　　2074
　5年　　　　　　　　　　　　　　　2075
　6年　　　　　　　　　　　　　　　2076
　7年　　　　　　　　　　　　　　　2077
　8年　　　　　　　　　　　　　　　2078
　9年　　　　　　　　　　　　　　　2079
10年　　　　　　　　　　　　　　　2080
11年　　　　　　　　　　　　　　　2081
12年　　　　　　　　　　　　　　　2082
13年　・皇女マーライシャ崩御　　　2083

異国皇

　0年　・異国皇、慣例を破って即位　2084
　1年　　　　　　　　　　　　　　　2085
　2年　　　　　　　　　　　　　　　2086
　3年　　　　　　　　　　　　　　　2087
　4年　　　　　　　　　　　　　　　2088
　5年　　　　　　　　　　　　　　　2089
　6年　　　　　　　　　　　　　　　2090
　7年　　　　　　　　　　　　　　　2091
　8年　・皇子達、行方不明となる　　2092
　9年　　　　　　　　　　　　　　　2093
10年　・異国皇、失意のまま崩御　　2094

摂政代（無皇代）

　0年　　　　　　　　　　　　　　　2095
　1年　　　　　　　　　　　　　　　2096
　2年　　　　　　　　　　　　　　　2097
　3年　　　　　　　　　　　　　　　2098
　4年　　　　　　　　　　　　　　　2099



　5年　　　　　　　　　　　　　　　2100
　6年　　　　　　　　　　　　　　　2101
　7年　　　　　　　　　　　　　　　2102
　8年　　　　　　　　　　　　　　　2103
　9年　　　　　　　　　　　　　　　2104
10年　　　　　　　　　　　　　　　2105
11年　　　　　　　　　　　　　　　2106
12年　　　　　　　　　　　　　　　2107
13年　　　　　　　　　　　　　　　2108
14年　　　　　　　　　　　　　　　2109
15年　　　　　　　　　　　　　　　2110
16年　　　　　　　　　　　　　　　2111
17年　　　　　　　　　　　　　　　2112
18年　　　　　　　　　　　　　　　2113
19年　　　　　　　　　　　　　　　2114
20年　　　　　　　　　　　　　　　2115
21年　　　　　　　　　　　　　　　2116
22年　　　　　　　　　　　　　　　2117
23年　　　　　　　　　　　　　　　2118
24年　　　　　　　　　　　　　　　2119
25年　　　　　　　　　　　　　　　2120
26年　　　　　　　　　　　　　　　2121
27年　　　　　　　　　　　　　　　2122
28年　　　　　　　　　　　　　　　2123　・最終兵器、作動
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　　　　　

　1990.10.12.
　地球−ダレムアス間の時間的整合性が必要なのは
　もちろんのことだけど、なにぶんにも寿命と時間感覚が違う☆

　ので、地球決定後にダレムアス側のつじつま合わせをした方が



　早いと思う。



『　前アーマゲドン期　略史　（除・ファンタジー分野）　』　（＠たぶん高校「政経
」の授業中☆ w ）

『　前アーマゲドン期　略史　（除・ファンタジー分野）　』　（＠たぶん高校「政経」の授業

中☆ w ）　
2006年10月8日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

年代　　事　　項　（備考）

(21c.)「俺と好」

　10　〜ゆるやかに再軍国化。

　20　・領土拡大開始。
　　　・徴兵制、他国侵略反対の市民運動おこる。

　　　・市民運動徹底弾圧。強力な階級統制始る。

　　（・清瀬律子、朝日ヶ森院長就任。）

　30　・世界的な人口過飽和。
　　　・皇国の強制移住を皮切りに本格的な宇宙開発進められる。

　40　・軍事圧制下、ゲリラによる地下活動続く。
　　（・律子ジュニア、ダレムアスへ。）

　50　・環太平洋地域を手中に納める。
　　　・激減した資源、及び商業圏を求めて第3文明圏（※）を戦場に
　　　　先進国同士の小競り合い。

　60　・ようようにして超大国が本腰を入れる。

　70　・戦火は本国に及び“第三次世界大戦”と呼ばれるに至る。
　　（・このへんでアルヤが生まれている。）

　80　・乱世にあって各国で革命・クーデター・独立・造反等が相次ぐ。
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　　（・ムーン?、アルバトーレ。）

　90　・本国より途絶えがちの物資補給をカバーする為に、
　　　　ムーンベースを中心に宇宙コロニスト連合宗主国、成立。

　　　・旧超大国政府を中心として地球同盟政権、設立。

　　（・鋭、アロウスクールへ。）

(22c.)「俺と好」
　　（・アリサ・エフレモヴナ。）

　10　・地殻変動装置発明さる。
　　（・イタリアンあたり。）

　　　・地殻変動装置、兵器に流用開発。

　20　・アーマゲドン、起こる。
　　（……ちゃんと五黄土星だ……☆）

　　（「60年か……ずいぶん長い時間がたったように思えるのに……
　　　　そんなものなんだな。」）

　（※「第三文明圏」＝ここでは、「発展途上国」の意。）

 
 
 



『　（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)
 
 
 
　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
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鴇越（ときごえ）もどり・すすみ。　（2018年9月12日）

http://85358.diarynote.jp/201809121240386843/

新キャラめも。

2018年9月12日 リステラス星圏史略　（創作）

 
突如湧いた新キャラ。

鴇越（ときごえ）

もどり

すすみ

の謎姉妹。

朝日ヶ森か

反銀河の関係者。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年9月13日18:45
　

あ〜、元ネタ思い出した！

『うしとら』の

時逆（ときさか）と

時順（ときじゅん）だｗ
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（草稿＆没原稿）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（草稿＆没原稿）
 
 



『　金の鈴　銀の鈴　』　（＠中学2年。）

『　金の鈴　銀の鈴　』　（＠中学2年。）　
2006年11月2日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

　

　先生が逮捕（つか）まった。

　

　ある日ジュンが街を歩いていると何もないところでころばされた。急に足がちょっとしびれた

気がしたのだ。

あわてて起きあがって行こうとすると、

　「お待ちなさい」

　きれいなお姉さんが地味な服を着て うしろに立っていた。
　「だァれ？」

　「落としものよ。」

　すっと さし出された物は3冊の本。
　「あらそれあたしのじゃないわ。大人の本みたいだもの。」

　「あなたのなのよ。」

　「え？　ちがうわ。」

　「あなたのものなの。今ころんだ時に落としたのよ。いいわね？」

　わけがわからない事を云って その本を ジュンの手におしつけて、きれいな女の人はすぐにいな
くなってしまった。

　家へ帰って あけてみると、ぜんぶ本かと思っていたうちの 1冊は ぶあつい日記帳だった。
　　　　先生の字だ!!
　びっくりしてジュンはそれを読みはじめた。

　『偶然にも楠木綾瀬の娘が はじめて私の担任するクラスに ひっそり埋もれていようとは！　な
んという幸運！　ジュン・アヤセは およそ平凡に見える、別段 目だったところもない大人しげな
生徒である。しかし常に周囲とは違う何かを考えることのできる眼をしている。よく放課後の教

室で1人で個性的な絵や詩を書いている。9歳にしては相当本を読む。』
　そんな風な漢字が多くて むずかしい文で その日記ははじまっていた。
　“楠木綾瀬の娘”というのがなんのことなのかわけがわからなかったけれど、とにかくアヤセ・ジ
ュンというのはジュンの自分のことだ。ジュンは辞書を持ってきて いっしょうけんめい わからな
い字をさがしはじめた。

　ぶあつい日記を 少しづつ、そうやって調べては何回も何回も くりかえして読み、むずかしいと
ころや まるっきりわからないところがあってもあきらめないで続けて読んでみた。 まいにち学校
から 帰っきて お夕食がおわると 辞書をひきながら 先生の日記帳をひらいて、さいごまでひとと
おり目を通すのに半年くらいかかった。
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　ジュンは先生の日記帳を たからものにして だれにも見せなかった。わからない むずかしい字
があっても ほかの大人の ところへ聞きに行こうとは思わなかった。なぜって　　よくわからない
けど大人たちは 先生が悪いことをして けいさつ につかまったって言っているんだから。 その悪
いことをした人が書いたものを持っていたら とりあげられちゃうんじゃないかなって思えたのだ
。

　わけのわからない日記帳を読みおわると あと2冊のわけのわからない本が待っていた。　わけの
わからない本のほうは もう本当に わけがわからない、辞書にも書いていない言葉ばっかりがなら
んでいて、それに書いてあることが自分に かんけい ないことだと思うと あんまり おもしろく
なかったので、ジュンは だい と書いた人の名前 だけをおぼえて、机のひきだしのおくに 大事に
かくしてしまった。

　

　

　

　軽く握ったこぶしで彼は机をポンと叩いた。ポンポンとたたいた。それから指をひ

らき、指を閉じ、手のひらを机に はりつけ て。そして彼は何も言わなかった。
　

　

　「まあ、いいさ。今さら何が出てこようと、

　おどろきゃしないよ。

　　　　　　　　　　　　

　おれはただ、小さな女の子（クリシャー）が泣いているのを黙って

　見ていられなかった だけなんだ！
　それだけなんだよ！　本当に、それだけだったんだよ!!」
　

　

　アンドロメダ・エメルダ

　

　「無法の衣」って

　　いい言葉だと

　　思いません？

　

　

　ジョンディ・ライバー（※イラストあり）



　

　朝日ヶ森に迷い込んだ

　エスパー集団

　

　

（※私立朝日ヶ森学園長が、小学部の生徒たちがテロ行為（？）をして

　　逮捕（拘留）されているのを引き取りに来て牢の前で言う、

　　……絵コンテ内のセリフ。）
　

　「裁判？　投獄!?
　　でも彼らの父親をごぞんじですかしら

　　はしから

　　……大臣
　　……国 首相
　　……大使
　　はじっこの金髪の娘は

　　……国王の一人娘 でしてよ」
　

　生徒：（牢の中で手製の爆弾を持て遊びながら）

　「どーせなら最後までやらせてくれればいいのに」

　「こいつここで使おっか？」

　

（※その後、釈放されての「金髪の娘」のセリフ。）

　

　「ウフ♪　でも戦争が始まれば

　　こっちがひどいめに会うんですもの……
　　院長がいれば安心だわ

　

　　それにわたし

　　カイやレム好きだから」



　

（※「盲目の律子」絵コンテ）

　

　「まあ　わたしが

　　反戦運動の指揮を!?」
　

　「光栄だわ

　　そんなに

　　活発に

　　見えますかしら」

（マスミの友人　盲目の少女）

　

　アフリカ　……　アスリカ
　ソ連　　　……　セレン
　アメリカ　……　　
 



『　ある晩あなたは　』　　（by　槇　真谷人（まき・まやと）＠たぶん高校1年生、
文芸部在籍中？）

『　ある晩あなたは　』　　（by　槇　真谷人（まき・まやと）＠たぶん高校1年生、文芸部在
籍中？）　

2006年10月1日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (1)
　

　ある晩あなたは見たんだ。

　夜中の三時にトイレに起きて、したへと降りる階段で、窓から漏れる月明かり。

　　　じゃない。

　鋭どく突きさす白光に、ついと立ちより、サッシをあけた。

　

　戦車が、走っている。

　眼下を戦車が整然と、列をなして行軍する。

　幾十台、幾百台？

　あまりの冷気に息が凍り、けれどあなたは寒さも忘れる。

　

　あまりの冷気に凍りつき、けれどあなたは寒さも忘れた。

　戦車が、はしっている。

　ひるまはあかるい国道沿いを、幾十台、幾百台の、砲塔の列が整然と、兵をしたがえ行軍する

。

　サーチライトと緑の軍服。ビルの谷間を横断し。

　戦車は、音もたてなかった。

　特殊なゴムのキャタピラは、都会の深夜をのりこえてゆく。

　

　しずかに。

　中枢へと向けて。

　

　「誰だ!!」
　とつぜんライトが窓のあたりを狙う。あなたは突嗟に身をよける。

　「どうした。」

　「はっ。大佐殿、あの窓です！」

　哨戒灯がガラスをつらぬく。半分ひらいたそのうえを。

　「　　このあたりの警備会社はすべておさえたはずだ。首都圏に、深夜に誰が居るはずが…
…」
　「どういたしますか」
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　「ひまがない。念のため、麻酔弾を。」

　「はっ！」

　撃ちこまれる、それを、投げかえすわけにもいかずあなたは昏倒し。

　

　翌朝、肺炎をおこしかけて発見されたあなたが確かめたときには、工事現場すらひとつとない

、明るいいつもの首都圏だったけど。

　

　ある晩あなたは見たんだ。新聞には載らない、もうひとつの真実（せんそう）を。

 
 
 
 



『　（無題……夢より。）　』　（＠高校だったかな？）

『　（無題……夢より。）　』　（＠高校だったかな？）　
2006年11月1日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (3)
　

　誰が　　どんな素人が見てもこれは助からないとわかる状態で

彼は横たわっていた。

　「何故。」

　と、彼女は地面を踏み鳴らした。

　「なぜ、こんなことをするの、なぜ戦わなくちゃならないの。

人が死ぬばかりじゃない。次々死ぬばかりじゃない。」

　誰もなにも言わなかった。誰もなにも言えなかった。

　彼は　　今、“死”に面とむかっている彼は。
聞いたような気がした。重い沈黙。その陰にある、ひとつの想い。

　「闘かわなければ　　今、僕たちが闘わなければ 」
　（殆どもう僕は死んでるな）

　他人ごとのようにそう感じながら、それでも不思議と彼の声には

はりがあるような気がした。する。

　誰も彼に「　しゃべっちゃいけない」とは、云わなかった。

　今、彼が話そうとしていることは、明らかに彼の、『遺言』。

　そして彼は、皆の沈黙を、代弁しようとしているのだった。

　「戦争が起ったら。こんな風なレジスタンスの小競りあいでなく、

本物の戦争が起こったら。

　死ぬのは僕だけじゃない。何百人、何千人の僕が　　こんな風に

仲間にみとってもらうこともできず、僕は信じるとおりに生きた、と満足

しながらこの世を去ることもできず……肉体（からだ）も、魂も、
血みどろになって……
のたうちまわって……
　僕が死ぬことで僕の弟は死なずにすむかもしれない。僕がここに

こうしていることで、もし、あの……僕の、生徒たちが きちんと大人になって
結婚して、子供……なら、
　僕は　　　　　　」

　壊れた廃水管のような音がどこかでして、ひどく鮮やかなあかいろを

したものが、どこからこれだけ、と ぼんやり彼女に思わせるくらい、
華やかに床をそめあげていった。

　僕は………
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　何だというのだろう。彼は、いなくなってしまったのに。

　

　

　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×
　

　

「　あたし、田舎へ帰るわ。」

その言葉を彼女はとても静かに云った。

「　田舎へ帰るわ。もう疲れたの。

　　　両親が結婚話を用意して待ってるわ。

　秋には柿がなるし、紅葉がキレイよ。あたしはもういちどチョークを

持って……彼の喪があけたら、平凡で、穏やかで、病気と交通事故
以外の死の心配なんかとはおよそ無縁な、優しい人と結婚し……
子供を産んで……　孫の顔を見て……
平凡に老いて、死ぬわ。」

短い夏の終りだった。

「子供を産むわ。」

サヨナラのかわりに そう言いおいて。
　

　日本が、世界にむけて進撃を開始したのは、翌年12月のことで
ある　　　。

 



「三日ほど、帰らないよ」　（＠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



（反戦歌など）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（反戦歌など）
 
 



『　（はじめは冗談だったのさ）　』　（＠中学？年の4/21）

『　（無題）　』　（＠中学？年の4/21）　
2006年11月1日 連載（2周目・最終戦争伝説）

　

　はじめは冗談だったのさ

　この俺　たちが　社会批判　（!?）
　メッチャ　古いぜ

　はいからあ　だよなァー

　

　だけどヨォ　おまえら

　新聞見たこと　あるかい

　ドンパチ　人間　死んでらァ

　あきれるほどだぜ　メッチャシブイぜよ

　
※歌詞。ブルーハーツみたいな学生有志のパンクバンドが学祭で演奏して問題視され、停学〜退学になるという設定。

 

http://76519.diarynote.jp/200611010049270000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4


『　だから平和を歌おう　』　（＠中学か高校。）

『　だから平和を歌おう　』　（＠中学か高校。）　

2006年11月1日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　

　平和の歌を歌おう

　友だちが死んだから

　鳩は戦いの為の蹴爪を持たない

　だから歌おう　白い喉を赤く染めて

　平和の歌を歌おう

　

　平和の歌を歌おう

　学生達は兵器廠に通っている

　道路には地雷が埋められたし

　ミサイルが山を覆っている

　この上は竹槍をでも磨こうか？

　今は玉砕するにしても二億の総人口

　毎日の食糧さえ貧しくなっていくのに

　戦車に乗って

　戦場に通勤しろと言うのか

　

　だから平和の歌を歌おう　友達が死んだから

　平和の歌を歌おう　俺たちの歌を
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『　憲法改悪反対　』　（＠中学 ＝ 1970年代後半）

『　憲法改悪反対　』　（＠中学 ＝ 1970年代後半）　
2006年11月1日 連載（2周目・最終戦争伝説）

　

　

　憲法改悪反対！

　わたしは声を大にして叫びたいのだが

　わたしの回りには「なんとなく」が漂い

　シラケ世代の仲間たちの内にあって

　真念から出る声ですらが

　空に追われる

　

　軍備拡張反対！

　わたしは戦争の悲惨さを訴えたいのだが

　大人たちはそれを白眼視する

　何を若造が　と

　「戦争を知らない子供たち」が

　何をえらそうに言うのかと
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『　戦争はきっと始まってしまう　』　（＠高校1年）

『　（無題）　』　（＠高校1年の時、……だと思う。）　
2006年11月1日 連載（2周目・最終戦争伝説）
　

　戦争はきっと始まってしまう

　人間が理想だけを抱いていられるのは ほんの一時のことだ。
　戦争はまたきっと始まってしまう

　人間が理想を抱いていられるのは ほんの一時のことだ。
　

　

　

　いつか、60年代安保闘争の歴史小説だけは書きたい。
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あるべき、社会の姿を。　（2014年12月9日）

http://85358.diarynote.jp/201412092017287056/
大阪の食いベクレ。

2014年12月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
明日には消されるかも知らんが、本文あとでね。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月9日22:18
ヨシギュウの値上げ幅が凄すぎ。(・_・;)

てか、おフランス産の輸入豚さんを常食している私の明日は…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月9日23:38
「ファッショになると何でも起こる」

救いは、

「私はひとりじゃない」

（あいむなっとざおんりぃわん）って、わかっていられるところか…

┐(’〜`；)┌

みんな、たとえフクイチ強制収容所で、「放射性ガス室」強制労働オクリビトにさせられても…

なお、捨てないだろう。

人間の、

人間のための、

人間による…
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あるべき、社会の姿を。



（「旅立ちの類型」シリーズ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「旅立ちの類型」シリーズ）
 
 



（ある所に、二つの心をもった女の子がいました。）　（小６）

（アトランティスが海底深くしずむとき、）　（小６）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
ある所に、二つの心をもった女の子がいました。

かた方の心は、ふつうの人間の心でしたが、

もうひとつの心は宇宙人の心でした。

そのために少女はなやみました。

「ああ、どうして私はこうチグハグな事を考えるのかしら」

けれども、少女が１５になった時、宇宙人の心は宇宙に還って行きました。

のこった少女は考えます。

「私、どうしてこうくだらない事ばかり考えなくちゃ　いけないんだろう？」

少女もまた、宇宙人をおって行ってしまいました。
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ひとつ視えた。　（2013年2月25日）

ひとつ視えた。

2013年2月25日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
ひとつ視えた。

哀しい事実が視えた。

今までずっと、日本人向けに日本語で

誰夢明日(ダレムアス)シリーズを描くのだと思っていて、

しかしダレムアスのイメージ植生がどうしても日本の長野県なので、

自国の実在の森をいかにして異世界ファンタジーぽくするか、それともダレムアスの植生を北海

道やカナダ、あるいは完全な創作景観にするのか、が課題だったんだけど…

(ToT)

なんのことはない、日本を知らぬ、山のない森のない国の言葉で。

「滅びてしまって、今はない」日本を舞台にした…
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滅亡童話を描くのが、私のシゴトじゃないか？

(ノ_＜。)
 
 
 
 



（たんぽぽ団のおはなし）　（小６）

（これは、西暦二〇〇〇年の話し）　（小６）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
 
美砂子のクラスは、バラのように、表面は美しいが実はトゲのある人のよりあつまり。

仲間はずれにされた美砂子たち数人でグループを　作り、たんぽぽのようなあたたかい心になる

ことを　やくそくする。

そして、グループがだんだん広がって行き、ついにクラスの人、全員がグループに入る。

が、美砂子がてんこうしたためまたもとにもどりそうになり、いままでひっこみじあんだった小

川さんがグループを作りなおす。

 
 
 
私のクラスは、バラのようにきれいなようでトゲのある人の集まり。

仲間はずれにされた人たちでグループを作りバラのようでなくたんぽぽのようなあたたかい心を

作ることをやくそくする。

そしてグループがどんどんひろがって行き、ついにクラスじゅうがグループに入り、バラの心

をもった人は一人もいなくなる。
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【猫】っぺりおん……!!??　ｗ（＾＾；）ｗ””　　（2011年6月18日）

【猫】っぺりおん……!!??　ｗ（＾＾；）ｗ””
2011年6月18日 ペット
 
　本当ですってば☆（＾＾；）””

　うちのコ、放射性物質が多すぎる（と自分で判断した）時には、

　絶対「外に出ようとしない」し。

　昨深夜、帰宅してすぐの私が、

「この時間帯だから大丈夫だろ？」という「思いこみ」で、試飲していない水道水を「猫様の飲

み水」容器に入れたところ……

　居住まいを正して、

（「抗議の正座のポーズ」をして、）

　胸を反らして、ひとこと。

「のめないにょぉ！」

　……ご託宣、なさいました……☆

　ｗ（＾◇＾；）ｗ””””””

　ソレのおかげで、私も水道水の異常に気がつきました。

（http://85358.diarynote.jp/201106180739368534/）

（外で汚染空気を吸ってきた後だと、舌がおかしくなっているので、味の異常に気がつくのが遅

くなるんですが……　愛猫めいにゃん様のご託宣のおかげで、命拾い？しました。）

http://85358.diarynote.jp/201106180834373427/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=214
http://85358.diarynote.jp/201106180739368534/


　もちろん、めいにゃん様には、「わたし用」の「飲用安全」ボトルから、飲み水を提供しま

した……

　３０秒ぐらい、

　鼻をふんふんさせてから、

「うん」て頷いて。

　きれいに嘗め尽くしていらっしゃいました……

（やっぱり、うちのコって、天才!!!!?）
 
 
 
 



猫、捜索中(ToT)　（2012年12月23日）

猫、捜索中(ToT)2012年12月23日 ペット コメント (2)
　

　

猫、行方不明！(ToT)
札幌白石菊水元町、昨夜７時過ぎにスネて家出した猫がまだ帰って来ません

！(ToT)
昨夜の外気温−５度位でしたし関東育ちの猫なので心配してます。
見かけた方はご一報下さい！(ノ_
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2012年12月23日21:20
　

今日は大事なものが一気に３つ壊れた。

　猫との暮らし。

　ＰＣの日本語入力機能。

　猫行方不明をいち早く心配してくれた@Aus911Truthさんの「凍結」。

　ＤＮにもmixiにもまともに書き込めないので、これはＰＣで「一太郎」画面を開いて日本語入力
したものを、コピペでアップする予定です。

　猫、ほんとうに、凍死？しちゃったのかも、しれない……

　まさか、こんなに唐突に、こんなに不本意なかたちで、失われるとは、思っても、みませんで

した……

　どうか、およその「二号宅」にちゃっかり上がり込んで

「居続け」を決め込み、

「おかぁにんのばかばか！とうぶん帰ってあげない！」とか、

http://85358.diarynote.jp/201212231338476957/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=214
http://85358.diarynote.jp/201212231338476957/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20121223/85358_201212231338476957_1.jpg
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201212231338476957
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


グレてるだけ。で、ありますように……　（ＴＴ；）””””」
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2012年12月23日21:25
　

そうそう、メガネもちょいと壊れた(-o-;)
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「ねこの名は…」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ねこの名は…」
 

参照

http://p.booklog.jp/book/21061/read
出立の類型

file:///tmp/puboo/108717/452762/c2791643e0fe07c104d7/book/21061


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 
 



メモ。　（2009年10月16日）

メモ。

2009年10月16日 連載
 
 

 
　あぁぁぁっ!!　（＠＠）

　マイ「ＳＦネタ」だったのに……☆

　３０数年も眠らせているうちに、「ＳＦ」が、「実現」されてしまった……☆
　(^_^;)"

http://digitallife.jp.msn.com/article/article.aspx/genreid=120/articleid=466080/

【コンセプト】ここまで折りたためる自転車ってどう？ 

車輪まで折りたためちゃう自転車ってどう思います？(ギズモード・ジャパン) 

不安定で危険って心配になっちゃう人も多そうですよね。だって、車輪部分がこんな

にポキポキになっちゃうんですよ。

カッコイイっちゃ、カッコイイですけど、これで車の間や人混みをすり抜けながらジ

グザグに走ったりしたら、この車輪で耐えられるのかなぁって思っちゃいます。

軽くて耐久性があってコンパクトになるんだったら、便利そうなんで僕的には試して

みたい気もするけど、みなさんはどう思います？

http://85358.diarynote.jp/200910161204056575/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20091016/85358_200910161204056575_1.jpg
http://digitallife.jp.msn.com/article/article.aspx/genreid=120/articleid=466080/


[Treehugger via DVICE]

Mark Wilson（junjun ）

 
 
 



ものがたり　の　ある　家。　（2012年1月31日）

ものがたり　の　ある　家。

2012年1月31日 趣味
 

（2012.07.12.23:23前、転記。）

　……たいがいの「軽井沢建築」は、奇をてらったというか、薄っぺらい虚栄心に満ちた、ハリ
ボテかカキワリであるかのように安普請なつくりで、センスを疑うというか、「住みたくない家

」が、多いんですが……。

　この家は、簡素にして質実剛健にして、鑑賞にも堪える、美しいデザイン。

　あたたかみのある外見と、実際に機能性十分であろう防寒性。

　……すてきです……!!!!!!!!
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201207122321189443/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=211
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20120712/85358_201207122321189443_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20120712/85358_201207122321189443_2.jpg


《壘》　（るい） は友を呼ぶ…♪　（2012年6月27日）

《壘》　（るい） は友を呼ぶ…♪
2012年6月27日 りすらん♪ ガイド☆
 

 
　てなことで「昨日の話」の続きですが……

　「札幌には【歩く】お仲間が居ない!?」とグレながらも、いつものとおり「心の声」だけにアン
テナを合わせて、惹かれる（呼ばれる）ままに、チャリチャリ走っていたところ……、

　偶然？にも、「反戦カラー」である「虹色の車輪」（風車）を発見♪

　引き返して、自転車とめて、戻って、よく視てみると……☆

　（＾ｗ＾）ｇ

　えぇ♪　どんぴしゃり、転居以来「探していた」「お仲間♪」

　の、「お店」（集会場所）でした……♪♪

☆　book & カフェ　壘・Louie
　http://www.envcom.jp/inshoku/mp03841ce05.html
　……トイレは寄らなかったな……（＾＾；）……惜しいことをした……☆

　置いてある本のジャンルは、

　・とーぜん「脱原発」。

　・なんの迷いもなく「せっけん」関連

　・あたりまえですが、反戦＋平和。

　・ついでに「野口整体」ｗ

http://85358.diarynote.jp/201206270959488217/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20120627/85358_201206270959488217_1.jpg
http://www.envcom.jp/inshoku/mp03841ce05.html


　・チベットとか、アイヌとか、アムネスティ資料とか……

　などなど。（＾ｗ＾）ｇ

　札幌「中央図書館」も、近いけど。

　私だったら、本を読むには、こっちへ行きますね……♪♪

　！（＾o＾）！

　んで。

　なぜ北海道で「ひやしあめ」……？

　かと思ったら、店主のご出身が石川県。なんですね……（＾＾）ｇ
　http://kimochi-tea.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-41ab.html

　一緒に食べたカリント（一皿１００円）が超！美味しかったので、

　手作りかな？　販売してくれないのかな……？？

　と、思っていたら、一軒おいた隣の店の、商品でした……♪

☆　頑固堂　http://r.tabelog.com/hokkaido/A0101/A010104/1003828/
（注／固いです！　顎と奥歯に自信のあるひと限定☆）

　旨い！（＾ｗ＾）！美味い♪

 
 
 

http://kimochi-tea.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-41ab.html
http://r.tabelog.com/hokkaido/A0101/A010104/1003828/


これは夢に出てきた。　（2013年8月15日）

これは夢に出てきた。

2013年8月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

 
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年8月17日8:12
 
「軍用装甲車？」とか思っていたんだけれども。

　失礼しました。ラッセル（除雪）車両でしたか……☆
 

http://85358.diarynote.jp/201308151350233089/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201308151350233089/
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新史実。　（2013年8月31日）

新史実。

2013年8月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
　……昨夜何度も携帯から送信したのに反映されなかったネタ。
　（＾＾；）

　もしかして「公表するな」という神のお告げ？かもしれないので、

　以下、「ないしょ」。（＾＾；）

（参照資料）

　http://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F76519.diarynote.jp%2F%20%E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%B6%E6%A3%AE&lr=lang_ja
　……いや、やっぱ出しておきます……☆

我が作中でわりと重要な位置を占めている「朝日ヶ森」という名の組織が、地形から

くる「朝日」という地名ではなく、

「チョソン・イルボン」

（「朝」鮮）（「日」本）

　…共同の、「反軍政」抵抗行動組織としての名称だったという史実（？）に、昨日
ようやく気づいた。

　（＾o＾；）

　どおりで、「反体制」組織のわりには旧華族だの没落宮家だの宮内庁だの外務省だ

のが密接に関わっているわけだ……

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

　古くは平城京建設時代くらいから？の「渡来人」氏族や大王族後継者争いに敗れた

家系、とかまで遡っちゃう人脈図なわけだな……

　ｗ（＠＠；）ｗ

（ってことで、そおか、つまり、「今現在」（りある）の、

「反韓」の動きや、「国家首相が実は！」なんて騒いでいるネタと……

　モロ、密接に、関わり合ってしまっているわけだ……

　||||（＠＠；）||||

　ひょっとしなくても、「実在」する「秘密結社」なの……？？？？？

　ｗ（００；）ｗ

 
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年9月1日22:05
 
 
なんか、やたらと古くて由緒ありげで呪術的？な家系とか大富豪とか関わってるわりに、成立は

明治なかば？って謎だったんだけど…

どうやら、「征韓論」に反発した文官達あたり？が、ことの発端？だったらしい？です…

んで、反ナチな欧州勢とも繋がりが出来て、それがアロウスクールだったと…

ん？ユダヤ資本？

http://85358.diarynote.jp/201309010833314229/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201309010833314229/
http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F76519.diarynote.jp%2F %E6%9C%9D%E6%97%A5%E3%83%B6%E6%A3%AE&lr=lang_ja
http://85358.diarynote.jp/


(・_・)エッ......?

「いずれどちらが敵で味方か判らなくなる時期が来る」という予感はあったけど…

ヽ（・＿・；）ノ

 

たしかに判らんわ★

(・ω・;)(;・ω・)
 
 
 
 



「　これは　予言　よ　！」　（2013年9月1日）

「　これは　予言　よ　！」

2013年9月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
　……大枠「当たっている」から困る……

　||||（－－；）||||

　http://76519.diarynote.jp/200610120248330000/
　http://76519.diarynote.jp/200610140117380000/

（参照）（＊「ひみつ」から出し解きます。）

　http://85358.diarynote.jp/201309010833314229
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201309010904597097/
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【　２００４年　５０月　】　（2014年2月7日）

【　２００４年　５０月　】

2014年2月7日 笑い コメント (1)
 

 
「日記をカレンダーで表示します。」

　http://edit.diarynote.jp/home/diary/calendar?month=200450

誤入力したらこんなことにｗ

ウケたｗ

なんか書き込んでおこうかな、５０月…ｗ

ってことで、超おひまなかたは、こちらにもお立ち寄り下さいませ……☆
　http://85358.diarynote.jp/201402071837089408/
　http://85358.diarynote.jp/201402071900299730/

おもしろいぞこれ。（＾＾；）

http://edit.diarynote.jp/home/diary/calendar?month=22222222

さて、離脱して、現実逃避して、ハリポタでも観るかな……☆

http://85358.diarynote.jp/201402071842065684/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=246
http://85358.diarynote.jp/201402071842065684/
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http://edit.diarynote.jp/home/diary/calendar?month=22222222


 
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2月7日19:53
おまけで発掘してしまった「ルー語録」。（出典亡失）

＞とにかく俺が言いたいのは、

＞今の状況でジョブを変えるのが

＞いいか悪いかっていったら、

＞もう意気込みだけだってことだよ。

＞どれほどキツイことがあっても、

＞乗り越えられるだけのパッションが

＞自分にあるのか。よく胸にハンドをあてて

＞シンクしてみることだね。

＞それでもあふれ出るものがあれば

＞やってみればいい。

＞もう引き返さない覚悟でね。

……神様はよく、こんなふうに私が迷っている時に、

あるはずのない違う場所から舞い落ちてきた一枚の切り抜きとかで、

アドバイスをくれる……
 
 
 
 

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201402071842065684
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朝日ヶ森学苑を発見。（違っ　（2014年7月8日 ）

朝日ヶ森学苑を発見。（違っ

2014年7月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

「苑」のほうね。

（追記）

参照：　http://76519.diarynote.jp/200610140109050000/

…う〜ん…

「ここを予知夢で視た」のが、

　http://www.scu.ac.jp/
「物語の元ネタ」なのか…？？

？（＾＾；）？

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日10:01
きのこ組　組長さんがリツイート 

大河原宗平 @ookawarasouhei · 8月25日 
逮捕の決め手は「防犯カメラ」 なる記事が目につくが　脅威の「Nーシステム」（正式には　「
車両捜査支援システム」）を　「防犯カメラ」と　すり替え報道するマスコミの姿勢には　大き

な疑問だ。

http://85358.diarynote.jp/201407080927548675/
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http://ookawara.doorblog.jp/archives/45186593.html …
 
 
 



ここ「が」グリーンウッド…　（2014年7月12日）

ここ「が」グリーンウッド…
2014年7月12日 リステラス星圏史略　（創作）
 

どうも、「役に立たない？予知夢シリーズ」で視た（来た）

「ここ」をモデルというか原型にして、私の創作世界のなかの「朝日が森」学園が出来たのでは

ないかという仮説が…

(・ω・;)(;・ω・)

ちなみに何故か？(^。^;)
バイトの大先輩、敬愛する

「ウィーズリーママ」と

「偶然」ばったり接近遭遇しました…
(^。^;)

あなどれん、札幌！

（『ここはグリーンウッド』）

　http://85358.diarynote.jp/201407130914395212/
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201407121636165496/
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「有澄砂絵子氏のクルマ」を発見ｗ　（2014年12月18日）

「有澄砂絵子氏のクルマ」を発見ｗ

2014年12月18日 リステラス星圏史略　（創作）
 

小学校５年か６年の時？の初期設定では「冴子」夫人…だったんですが、たった今、「字面が
悪い！」と気がついたんで、改名しました…
σ(^◇^;)。。。
 

http://85358.diarynote.jp/201412181256029389/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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終わらない物語。　（2015年1月29日）

終わらない物語。

2015年1月29日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=w9V3x61D994&index=4&list=RDqaQP0efeAQQ
SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」
 
この曲（かってに）貰った♪

これ用〜♪

http://76519.diarynote.jp/200610302338330000/
 

http://85358.diarynote.jp/201501290941223818/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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隣の世界へ続く径。　（2015年5月7日）

隣の世界へ続く径。

2015年5月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 

場所はナイショですが、森林公園の大沢口のそばですｗ

あそこまで「地面を踏まずに」辿り着けて、

正確な呪文を識ってて、

ゲートキーバーの機嫌を損ねないだけの機知のある人なら、

…たぶん…ｗｗｗｗ
 
 
 
 
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5月7日21:34
無事帰投。(^_^;)
寝ま〜す！

今日の空気はひっさびさに

http://85358.diarynote.jp/201505071428078069/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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清涼かつ無垢でした。o(^-^)o

感謝〜っ(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:12

Lightworker @Lightworker19 
· 13時間 13時間前 
タイムラインが複数有りそれぞれ歴史が違う。それぞれの異なるタイムラインは違う次元だ。こ

のトラベルは、正確にはタイムトラベルでなく、次元間トラベルだ。地球の歴史に、５０くらい

の異なる次元がある。ジョンタイターの歴史ではナチが勝利している。http://bitly.com/1z7z0Sd

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:13

Lightworker @Lightworker19 
· 14時間 14時間前 
【拡散】honky_tonk 【パラレルワールドの鮮明化】３１１後の世界に見たものはあなたの精神
世界。「孤独

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:19

Lightworker @Lightworker19 
· 20時間 20時間前 
銀河連邦。進化した知性体の組織で、テクノロジーの発達レベルといったら、ほとんど神のよ

うだ。そして、その本拠地はこの銀河系ですらない。M31、アンドロメダだった。そこに、銀河連
邦の本部がある。http://bit.ly/Qm31bK
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物語な〈光源〉樹木たち。　（2012年1月4日）

物語な〈光源〉樹木たち。

2012年1月4日 連載
 

＠　ハルニレ・テラス　。

（〈《銀の楡》の大地〉）

　の、入り口イルミネーション♪

　……実物ほど、美しく撮れていない（軽体写真の性能限界★）が、

　残念……（－－ｐ）……★
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「必要の部屋」　へ　行く道ｗ　（2012年2月6日）

「必要の部屋」　へ　行く道ｗ

2012年2月6日 連載
 

（2012.07.16.転記）
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魔法薬学用品　販売中☆　（2012年2月6日）

魔法薬学用品　販売中☆

2012年2月6日 連載
 

（2012.07.16.転記）

　＠ http://www.age.ac/~memories/
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「必要の部屋」　の　魔女たちｗ　（2012年2月6日）

「必要の部屋」　の　魔女たちｗ

2012年2月6日 連載
 

（2012.07.16.転記）
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萌え画像ｗ　（2015年10月22日）

萌え画像ｗ

2015年10月22日 趣味 コメント (1)
 
 

植物園なのに建物萌えｗ

いつかゼッタイ物語に描いてやる♪

 
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10月23日9:00
cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「植物の保全から人間の文化まで、さまざまな分野を関連づけて考える。個々の要素に分解する

だけでは、物事は理解できない。「関係性の思考」こそ重要である。」

南方熊楠（みなかた くまぐす。博物学者、菌類学者、民俗学者）
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Ｅなコレ！　（2013年12月29日）

Ｅなコレ！

2013年12月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

スノータイヤ仕様？の、

ごっついスポーツ自転車。

(≧ω≦)

初めて見た！

ネタが増えた！o(^-^)o
 
 
 
通りすがりのＳＦ階段。2013年11月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

物語の入り口…

(^-^)g
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ゼッタイ物語がひそんでいる光景☆　（2016年8月19日）

ゼッタイ物語がひそんでいる光景☆

2016年8月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
 

 
…ゼッタイ何かある…

なにか、秘密があるぞ…？

（ｗ）
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（裏ネタ帳）…。　（2016年9月14日 ）

（裏ネタ帳）…。
2016年9月14日 リステラス星圏史略　（創作）
 

…（＾＾；）…。本業？に戻り鱒…

その昔、「今生の私」が中学校の頃？かな…

白昼夢の中で、「どこかの律子」（私？）に、

「朝日ヶ森の学長」が…

「いずれあなたは、誰が味方で何が敵なのか、判らなくなる時が来るでしょう。

　そんな時は自分を信じて。

　私たちのことは信じなくてもいい。

　自分の判断を、信じて。」

…と、言われ、ました…。

（ちなみに「朝日ヶ森学園」は、

　最初は「白百合学園」という、

「ノンポリお嬢様私立」の、はず。だった…☆）

　↓

gakuchan @gakuchan3333329 · 9月4日 

朝日社長「韓国は日本の兄

東海を平和の海にするために…朝日もできることを探さねば」

http://85358.diarynote.jp/201609141919272451/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


反原発の世論誘導も韓国向け工作？

|安倍総理|田母神俊雄|次世代の党
|朝日新聞を糺す国民会議 asahi-tadasukai.jp

https://pbs.twimg.com/media/B0TaE3vCYAA6QYs.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
「奴隷ははじめは正義を求めているが、最後には王国を要求する。」

アルベール・カミュ

自ら また奴隷に戻っていくということ。

 

https://pbs.twimg.com/media/B0TaE3vCYAA6QYs.jpg


『　ありえる・たうん　（没原稿／補遺）　』　（＠1996.08頃）

『　ありえる・たうん　（没原稿／補遺）　』　（＠1996.08頃）　
2006年9月24日 連載（2周目・善野物語ほか） コメント (2)
 
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年11月17日0:18
 
amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
神道こそユダヤ教であること

ネストリウス教派でさえユダヤ教である

カトリックもユダヤ教であって、教義は旧約に建つ

日本人の多くが、実はユダヤ教徒なのだ

http://76519.diarynote.jp/200609282001000000/
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http://76519.diarynote.jp/200609282001000000/
http://85358.diarynote.jp/


…「逃げる」ための「ラストダンス」なんだね…？

※「作業栗鼠？匹目」…かと思ったら…⇒「砂魚宇宙」でした…ｗｗｗ☆
2016年12月8日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_mkiGMtbrPM
WORLD ORDER "HAVE A NICE DAY" 

amaちゃんださんがリツイート 
やずや @FjiEJwCR7sIYPgD · 34 分34 分前 
【注意喚起】ln.isから始まるリンクに要注意 "http://Linkis.com "という怪しいTwitterウ
イルス（？）が流行しています！

https://t.co/pnTfvlsWu7

ＰＣが不調でまた再起動…（－－；）…★
磁気嵐なのかな…？？

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 5時間5時間前 
家で飲んでいたお茶（茶葉）から488Bq/kgのセシウム
http://geiger.grupo.jp/blog/406672

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
福島事故後、余分な腕・足を持って生まれた赤ちゃんが急増・原因は放射能・多くは

中絶・死産の高い数(ENENews)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/610.html …
投稿者 ﾅﾙﾄ大橋 日時 2016 年 5 月 02 日

…ちょっくらまずＰＣ内と机の上（と頭とココロの中味）を
整理してから、

「砂魚宇宙」に往きたいと思います…☆

http://85358.diarynote.jp/201612081351044830/
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https://www.youtube.com/watch?v=r-qhj3sJ5qs
WORLD ORDER　"MACHINE CIVILIZATION" 

amaちゃんださんがリツイート 
山口二郎 260@yamaguchi · 19時間19時間前 
山口二郎さんが上丸洋一をリツイートしました

維新という政党の害悪は底知れず。こんなものを野党扱いしてはならない。自民党の

、特に質の悪い右派の別動隊である。

https://twitter.com/jomaruyan/status/806406877441441792

https://www.youtube.com/watch?v=Tblx00nIZB0
WORLD ORDER "IMPERIALISM" 

amaちゃんださんがリツイート 
kiyomix @coupe0609 · 6時間6時間前 
@kaori_sakai @tokaiama そうなんです。
彼は日本生まれの日本育ち。

価値観も何もかもが生粋の日本人です。

彼にとってはタイは外国。

彼の温和な性格は沢山の友達と支援者を引きつけます。

彼が一体何をしたというのでしょうか。

不条理に憤りを感じます。

　↑

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
amaちゃんださんが水玉をリツイートしました
これが安倍信者たちの理屈

https://twitter.com/Miztama1231/status/806414733750501377 …
「法律を破ったから仕方ない」

今、日本で最大最悪の法律破壊者は誰なのか知ってて言ってるのか？

もし、正しい人間性の、まともな首相だったなら日本に適応した少年がタイに強制送

還されることなどないだろう

https://twitter.com/Miztama1231/status/806414733750501377
　↑

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
「日本で生まれ育ち、満足に生活している未成年を国外退去。なんだろうね、この

https://www.youtube.com/watch?v=r-qhj3sJ5qs
https://twitter.com/jomaruyan/status/806406877441441792
https://www.youtube.com/watch?v=Tblx00nIZB0
https://twitter.com/Miztama1231/status/806414733750501377
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国は。：毛ば部とる子氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/21252.html#readmore …
歴史的無法者、安倍晋三信者ネトウヨが「法を守れ」の大量メンション

こいつらの腐り果てた脳味噌には、どこにも真実がない

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
「「日本死ね」流行語問題についてひとこと：勝見貴弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/21255.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
真珠湾攻撃へ至る道のりは1872年の琉球併合から始まっているが、その終着点はまだ
見えない

https://t.co/iLaW8KyZ6A

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
小池百合子の本性が表れた！ 五輪施設見直し腰砕けの一方で、韓国人学校貸与撤回の
差別政策を強行

https://t.co/BFbGZUq8vX

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
「「『戦後』が完全に終わった」という安倍晋三の言葉がリアルすぎる。：山崎 雅
弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/21253.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
安倍信者の糞ネトウヨが、タイ人少年の強制送還を批判したら「法律を守れ」の大合

唱

誰が法を破り、憲法を無視、破壊してるのか、少しは考えてからものをいえ！

ネトウヨのゴミガキども

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
カジノ法案、8日にも成立か　安倍政権の前では「違法も合法」
http://tanakaryusaku.jp/2016/12/00014963 …

amaちゃんださんがリツイート 
風 @huu22 · 9時間9時間前 
@tokaiama @Lulu__19 いちばん法律守らないのは国会議員。領収書の書き方も無視。

http://sun.ap.teacup.com/souun/21252.html#readmore
http://sun.ap.teacup.com/souun/21255.html#readmore
https://t.co/iLaW8KyZ6A
https://t.co/BFbGZUq8vX
http://sun.ap.teacup.com/souun/21253.html#readmore
http://tanakaryusaku.jp/2016/12/00014963


ついでに自身の給料は上げる。賭博は犯罪と言いながらOKになり、年金はギャンブル
に使う。腐れ政府、年金いらないから払った金返せといいたい。

https://www.youtube.com/watch?v=mmhM7-o8d-8
#WOPV2016 

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
自民党は一番カネのかかる案を選ぶ　リベートが大きいからね

「小浜・京都」に決定へ＝北陸新幹線延伸ルート—与党

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161207-00000131-jij-pol …
https://t.co/VRbAB9Srig

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
ついにＪＲのホームにまで「格差」ホーム出現　

http://www.asyura2.com/16/hasan116/msg/465.html …

amaちゃんださんがリツイート 
出雲蝦夷 @izumoemishi · 8時間8時間前 
@tokaiama 東電の損害賠償窓口、当時の避難区域の外側は「事業主」のみ相談に応じ
、非事業主は門前払いです。話も聞きません。身分で差別する企業丸出し。

行政が引いた境界で年100万円×人数の世帯と０円の世帯に差別していた東電。怒って
公務員を殴った住民もいます。

…ははは…ｗ

「善野（想定地域）ルート」は、回避されたようで…ｗｗｗ
　↓

http://76519.diarynote.jp/200609141012470000/
『　ありえる・たうん　第三話・5　』　（＠96.08.25）

https://www.youtube.com/watch?v=IDAlZ7PDMDU
WORLD ORDER　"Welcome to TOKYO" 

https://www.youtube.com/watch?v=mmhM7-o8d-8
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161207-00000131-jij-pol
https://t.co/VRbAB9Srig
http://www.asyura2.com/16/hasan116/msg/465.html
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https://www.youtube.com/watch?v=IDAlZ7PDMDU


amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
新電力に原発の電力　経産省案提示　電源の選択肢 狭まる　（東京新聞)
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/881.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
新電力利用者から怒りの声　「原発の電力強制、納得いかない」　（東京新聞） 
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/887.html …

https://www.youtube.com/watch?v=wkwTPPDNawA
WORLD ORDER "LAST DANCE" 
　↑

…「エネルギー」関連施設での撮影…。

てか、「フクイチ爆発」出た…ッ!!

…「逃げる」ための「ラストダンス」なんだね…？

…ぉお♪　そして…⇒「南米」だ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=zlK5abIJRyM
WORLD ORDER 　"2012" 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
FNS歌謡祭出演なんかよりすごい！ 長渕剛が柳美里と南相馬の高校の校歌を共作…2人
の震災、反原発への思い

http://lite-ra.com/2016/12/post-2752.html …
福島での反原発は、安全地帯に逃げ出すことしかない

勘違いするな！　長渕・柳

https://t.co/B0vWp9TeQW

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

http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/881.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/887.html
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WORLD ORDER　"AQUARIUS" 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
電力は壮大なインフラと中央集権的発電を前提にした旧電力システムから、再生可能

新電力へとシフトしているが、巨大組織と中央集権の大好きな官僚どもが権力で妨害

している

だが、今後、供給発電から現場発電へと大きな電力革命が起きるのは確実で、発電所

も送電施設も不要になる未来を見据える必要

https://www.youtube.com/watch?v=wuvoCVCAX9k
WORLD ORDER　"CHANGE YOUR LIFE" 

…もうはや「滅びた国」だが…

　…にっぽんは…

　…面白かった。ねぇ…。

https://www.youtube.com/watch?v=anXXLZ6Iv7o
WORLD ORDER on TV 名曲ダンス日本一決定戦 1 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
【気色悪っ】１２月６日のゴールデンタイム「世界〜日本人〜スペシャル（日本スゴ

イ系番組）」が3つのテレビ局で同時放送！
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/24786健康法.jp/archives/24786 
もうすぐ滅亡する運命の世界最悪放射能汚染国家に最後の徒花かよ

https://t.co/SzTOgRXulO

https://www.youtube.com/watch?v=wuvoCVCAX9k
https://www.youtube.com/watch?v=anXXLZ6Iv7o
http://???.jp/archives/24786
https://t.co/SzTOgRXulO


https://www.youtube.com/watch?v=dMhEohWcSUA
WORLD ORDER NHK ワールドオーダー 

…ははは…ｗ

ひと様のカキコとひと様の歌詞をＰＣに出てきた時系列に並べただけで、

「物語１話分」の、プロットが、出来ちゃった…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=NGdyaDnnrLM
WORLD ORDER　"WORLD ORDER" 

…この「スズキ」すげぇイイ男だな♪

おし♪　「外見モデル」に、勝手にもらった…♪♪
　↓

http://85358.diarynote.jp/201612071345054144/

高畑　栄一郎

　…　…うわっ！　勝手に出てきた。（この人、まったくのオリジナル。）
　…　身長１８０cm。肩幅広く、筋肉がっしり。の、
　神田鉄雄に憧れて、自衛隊やってた変人。

　槇子にからまれて無責任に除隊する。

　一郎さん風？

　

https://www.youtube.com/watch?v=4ua64HbsBUo
WORLD ORDER　"MIND SHIFT" 

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
アメリカ先住民族の勝利、パイプライン建設ルート変更

https://t.co/eSldGmYZUh

https://www.youtube.com/watch?v=dMhEohWcSUA
https://www.youtube.com/watch?v=NGdyaDnnrLM
http://85358.diarynote.jp/201612071345054144/
https://www.youtube.com/watch?v=4ua64HbsBUo
https://t.co/eSldGmYZUh




朝日ヶ森学苑を発見。（違っ　（2014年７月８日）

http://85358.diarynote.jp/201407080927548675/

朝日ヶ森学苑を発見。（違っ

2014年7月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

「苑」のほうね。

（追記）

参照：　http://76519.diarynote.jp/200610140109050000/

…う〜ん…

「ここを予知夢で視た」のが、

　http://www.scu.ac.jp/
「物語の元ネタ」なのか…？？

？（＾＾；）？

 
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8月27日10:01

きのこ組　組長さんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201407080927548675/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201407080927548675/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140708/85358_201407080927548675_1.jpg
http://76519.diarynote.jp/200610140109050000/
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大河原宗平 @ookawarasouhei · 8月25日 
逮捕の決め手は「防犯カメラ」 なる記事が目につくが　脅威の「Nーシステム」（正式には　「
車両捜査支援システム」）を　「防犯カメラ」と　すり替え報道するマスコミの姿勢には　大き

な疑問だ。

http
://ookawara.doorblog.jp/archives/45186593.html …



「役に立たない？予知夢シリーズ」で視た（来た）「ここ」を原型にして、「朝日が森
」学園が出来たのではないか。　（2014年７月12日）

http://85358.diarynote.jp/201407121636165496/

ここ「が」グリーンウッド…
2014年7月12日 リステラス星圏史略　（創作）
どうも、「役に立たない？予知夢シリーズ」で視た（来た）

「ここ」をモデルというか原型にして、私の創作世界のなかの

 
「朝日が森」学園が出来たのではないかという仮説が…

(・ω・;)(;・ω・)

ちなみに何故か？(^。^;)
バイトの大先輩、敬愛する

「ウィーズリーママ」と

「偶然」ばったり接近遭遇しました…
(^。^;)

あなどれん、札幌！

（『ここはグリーンウッド』）

　http://85358.diarynote.jp/201407130914395212/

http://85358.diarynote.jp/201407121636165496/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140712/85358_201407121636165496_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201407130914395212/


「予知夢にずっと出て来た《カタラン語》」って…「イベリア半島のカタルーニャ方言
」のことだったか…！！　（2014年９月３日）

http://85358.diarynote.jp/201409031505487790/
語らん！？（＠＠；）　よ、えー、このすこ、《パセオ》！

2014年9月3日 学校・勉強 コメント (2)
　

ようやっと今日の分の

「夕津辺に情報があるかどうかチェック」予定のＣＤをさらってみて、

（＾＾；）

さてはて、「スペイン語のヒヤリング学習！」と、思ったら…
https://www.youtube.com/watch?v=nF7AKmHBJWg

「予知夢にずっと出て来た《カタラン語》」って…

「イベリア半島のカタルーニャ方言」のことだったか…！！
　という驚愕の発見をしつつ。（－－；）

標準スペイン語のほうの「キエンそいジョ」（私は誰？）は、聞き取れましたよ…☆

しばらくエスクチャル（ヒアリング）してまーす…☆

（わー！これすごいヒニク…？？）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%BB%E3%82%AA_
(%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B8%82)
（そういえば、スペイン語の先生が、この名前、嫌がってたよ…★）
　↓

 
       
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201409031505487790/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=206
http://85358.diarynote.jp/201409031505487790/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年9月3日15:19
…えぇちきしょう！（－－；）！

ただ何の気なく「吹き替え　スペイン語」で検索して「適当にぽちっとな」しただけだった

のに…！！！

なんだって、カミサマは毎度こうきっちり、

私をジャストミートで的確に、

ノックアウトしやがんだ…？？？？

ｗ（－－；）ｗ

ちきしょー行くぞ絶対に！　スペイン語圏ッ！！！！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年9月3日15:38
いかん★

そのあと何故か「在宅売春業のひとのせるふエロＣＭ」しかヒットしない…★
＜（－－；）＞

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


フランス共産党書記長。人民戦線の結成に尽力。　（2014年11月24日）

http://85358.diarynote.jp/201411242029027216/

…「人民の子」（トレーズ）であるドイツ共
産党…
2014年11月24日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (1)
　

…は…？（＠＠；）…？

いや、今、日本共産党の古新聞「赤旗」と格闘しておりまして、

たまたま目に留まった、

フレーズがトレーズでして…（＾□＾；）ｂ

　ナチス前夜の「抵抗」

（略）1933年１月30日、ドイツではナチスが政権を握った。これに対して反ファシズ
ム勢力が無為だったわけでもない。宣伝とテロによってナチスは容易に政権を獲得し

たかのように誤解されがちだが、この時、議会内のナチスの議席数は三割程度でしか

なかった。逆に、この時になっても、ドイツ社会民主党とドイツ共産党をあわせた議

席は四割を超えていた。（略）

　今風に言うとヤンキーたちも運動に参加していた。彼らの統一した目標は「反ファ

シズム」。こうした広範な反ファシズムのグラスルーツ運動は、「反ファッショ行動

」という名前を持ち（略）支配層はこうした動きに恐怖を感じ、対抗策の切り札と

して、ナチス政権樹立に傾斜するようになっていったのである。（略）

「人民の子」（トレーズ）であるドイツ共産党にも反ファシズム運動の動きが反映さ

れた。（略）

ヴァイマル共和国は戦後日本とよく比較される。ファシズムに反対する統一の力強さ

こそが未来を切り拓（ひら）いたという歴史的教訓を、私たちも憲法を護りたいとい

う善意のなかで生かしたい。

（日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
　機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
　2007.09.12.）

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/161606/m0u/
＞トレーズ【Maurice Thorez】.
＞1900〜1964］フランスの政治家。
＞フランス共産党書記長。人民戦線の結成に尽力。

＞第二次大戦中はソ連に亡命、帰国後、副首相兼国務相に就任。

＞自伝「人民の子」。

…知っててネーミングしたのかなぁ〜…？？？

　？　ｗ（＾□＾；）ｗ　？

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA

http://www.bing.com/images/search?
q=%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%80%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%80&qs=n&form=QBIR&pq=%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA+%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%80&sc=4-
11&sp=-1&sk=

http://dic.pixiv.net/a/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%80

https://www.youtube.com/watch?v=uH4Ezp3g4aU
https://www.youtube.com/watch?v=w1X1RhKGmF8&list=PLD9A1432BBB257F02

あ、なんか「偶然」「ちょうどいい曲」？拾った…♪
https://www.youtube.com/watch?v=tsVzm-rgS-w&list=PLF34940902F76F9CD
https://www.youtube.com/watch?v=J6VVGHLS1Ok&list=PLF34940902F76F9CD&index=2
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月25日2:18

くりえいとさんがリツイート 

TARUMI @TARUMI1 
· 14時間 14時間前 
@mammadiamina @kurieight 本気で宅配便の翌日配送を止めてくれって思ってる。便利だが関西
から夕方出した荷物が翌朝９時に東京に届くシステムって中の人も辛いし、実は使っている人間

も辛い。もうそんなに急ぎたくない…。夜中にガンガン高速走ってる黒猫を見ると恐縮する。
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http://www.bing.com/images/search?q=%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%80%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%80&qs=n&form=QBIR&pq=%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA+%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%80&sc=4-11&sp=-1&sk=
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シャローム(Shalom)・サラーム（salaam）・ピース（peace）・平和（ぴんふー・ぴ
ょんほぁ・へいわ！）　（2014年11月24日）

http://85358.diarynote.jp/201411242126298887/

シャローム(Shalom)・サラーム（salaam）・ピ
ース（peace）・平和（ぴんふー・ぴょんほぁ・
へいわ！）・

2014年11月24日 ★戦争反対★ コメント (2)

（前々項と？前項から引っ張りまして…）

https://www.youtube.com/watch?v=FL66P57NZY0
https://www.youtube.com/watch?v=PZ6y1wsAzzM
https://www.youtube.com/watch?v=vNPVP3nG90I
https://www.youtube.com/watch?v=PIT6M_SPYdM

https://www.youtube.com/watch?v=TEGN5XJfiOw
https://www.youtube.com/watch?v=_a7jdtqDqGY
https://www.youtube.com/watch?v=J7ErrZ-ipoE
https://www.youtube.com/watch?v=FgvSHGBTF7I

http://85358.diarynote.jp/201411242126298887/
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https://www.youtube.com/watch?v=J7ErrZ-ipoE
https://www.youtube.com/watch?v=FgvSHGBTF7I


https://www.youtube.com/watch?v=2-8aJJJm25E
https://www.youtube.com/watch?v=SjMBTFoDoSw
https://www.youtube.com/watch?v=d8KYBpfwOg0
https://www.youtube.com/watch?v=1PdOBAkm_ts

https://www.youtube.com/watch?v=RkZC7sqImaM
https://www.youtube.com/watch?v=HPH4LRASWbo
https://www.youtube.com/watch?v=TAM-uUux8BA
https://www.youtube.com/watch?v=6A5Vd-m0oZI

https://www.youtube.com/watch?v=rhg3t16rdT0
https://www.youtube.com/watch?v=mtFG9gUV_Eg
https://www.youtube.com/watch?v=SdXhxY2D5_w
https://www.youtube.com/watch?v=Pr53HUMF7uw

https://www.youtube.com/watch?v=kmB_EPqJTIk
https://www.youtube.com/watch?v=S7YcPCtw13M
https://www.youtube.com/watch?v=lxAXgVyZF3o
https://www.youtube.com/watch?v=CEzk6GcuyR0

https://www.youtube.com/watch?v=jTPD6cPym_M&index=3&list=RDaReD50lgCnk
https://www.youtube.com/watch?v=aReD50lgCnk

おまけｗ

http://85358.diarynote.jp/201411242207204621

 
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11月24日23:40
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あ、画像は拾い物の無断転載です、すいません☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月24日23:50
ちょっと早いけど、みなさんに。

くりすます・ぷれぜんと…♪

（＾＾）／

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


「ジェシカさんは生徒ら６００人の最前列に立ち、反戦を訴えました。」　（2013年
３月23日）

http://85358.diarynote.jp/201411242207204621/

「ジェシカさんは生徒ら６００人の最前列に

立ち、反戦を訴えました。」

2003年3月23日 ☆銀河英雄☆伝奇☆

（2014.11.24.入力）

　ヤン・ウェンリー  ひ孫
　反戦デモ先頭に

　22日付の銀  英紙デーリー・テレグラフはヤン・ウェンリー  元銀  英首相のひ孫に当
たるジェシカ・チャーチル・マクロードさん(14)が対地球教徒  武力行使に抗議する
デモに参加したと報じました。

　元首相は第二次銀河  大戦中に同盟軍  を統率し、対帝国  戦で勝利した功績で有名
ですが、ジェシカさんは生徒ら６百人の最前列に立ち、反戦を訴えました。

　同紙によると、デモは惑星  イングランド南西部グラストンべりの目抜き通りで20日
行われましたが、ジェシカさんは「地球教徒  攻撃には賛成できない。選挙で選ばれ
た指導者が若者の考えを聞かないことも納得できない」と主張。

「曽祖父の業績をとても誇りにしているけど、戦争に反対することで彼の名声を裏切

るとは思わない」と言い切りました。

　銀  英全土に広がりを見せる反戦デモには児童・生徒らも数多く参加しました。

【銀  英紙／惑星ハイネセ ン時事２２日】

http://85358.diarynote.jp/201411242207204621/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=7
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141124/85358_201411242207204621_1.jpg


（統一銀河  共産党 http://www.Gcp.or.jp/
　機関紙「しんぶん長征一万光年  」http://www.Gcp.or.jp/MASAkahata
　再統一銀河暦  03.03.23.）

https://www.youtube.com/watch?v=Wos-dDxpJlQ

（以下、原文ｗ）

　チャーチルひ孫

　反戦デモ先頭に

　22日付の英紙デーリー・テレグラフはチャーチル元英首相のひ孫に当たるジェシカ
・チャーチル・マクロードさん(14)が対イラク武力行使に抗議するデモに参加したと報
じました。

　元首相は第二次大戦中に英国民を統率し、対ドイツ戦で勝利した功績で有名ですが

、ジェシカさんは生徒ら６百人の最前列に立ち、反戦を訴えました。

　同紙によると、デモはイングランド南西部グラストンべりの目抜き通りで20日行わ
れましたが、ジェシカさんは「イラク攻撃には賛成できない。選挙で選ばれた指導者

が若者の考えを聞かないことも納得できない」と主張。

「曽祖父の業績をとても誇りにしているけど、戦争に反対することで彼の名声を裏切

るとは思わない」と言い切りました。

　英全土に広がりを見せる反戦デモには児童・生徒らも数多く参加しました。

【英紙／ロンドン時事２２日】

（日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
　機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
　2003.03.23.「日曜版」）

http://www.gcp.or.jp/
http://www.gcp.or.jp/MASAkahata
https://www.youtube.com/watch?v=Wos-dDxpJlQ
http://www.jcp.or.jp/
http://www.jcp.or.jp/akahata


海外「政治亡命」脱出に備えて、気力体力を温存しておくさ…★　（2014年12月16日
）

http://85358.diarynote.jp/201412162202347941/

「ときどき拷問するよ」。

2014年12月16日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (4)

ようするに、霧樹さんがアニメ界から離れて浦島りす太郎になっているあいだに有名になった人

。らしいのだが…
https://www.youtube.com/watch?v=8HeQtxd-q3o&list=PLCC3CAEC8005E26B6&spfreload=1
もろ、好みというか、

私の『禁未来死』の、「原作イメージそのまんま」の、

曲調である…ｗ

そしてリアル社会情勢も、どんどん『隣地球』（朝日ヶ森）シリーズ

「そのまんま」の展開に、陥っているのであった…（－－；）

反安倍ブルドーザー隊 @MetalGodTokyo · 2013年5月25日 
自民改憲案36条。現行：公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる
。自民：公務員による拷問および残虐な刑罰は、禁止する。 なぜわざわざ「絶対に」
を削除したのですか？ときどき拷問するよ ってことですか。 

gattidormentijp @gattidormentijp · 2013年7月12日 
殴られすぎて腫れ時々どもり、ところにより一時拷問、急な飴にガサをお忘れな

く@KaneTorunaときどき拷問するよ@CHIBAREI_DURGA自民憲法改悪で拷問なんて
絶対やだー！ 
http://fb.me/1dBe3oode 

Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 12月9日 
日本を乗っ取った独裁政権は、戒厳令を発令するだろう。そして、憲法の停止および

自民党以外の政党の禁止を宣言して、連中の意向で自由に戦争を開始することになる

。戒厳令が発令中なので、夜間の外出は当然禁止。治安維持と称して、デモ隊を片っ

http://85358.diarynote.jp/201412162202347941/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201412162202347941/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141216/85358_201412162202347941_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141216/85358_201412162202347941_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141216/85358_201412162202347941_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8HeQtxd-q3o&list=PLCC3CAEC8005E26B6&spfreload=1
http://fb.me/1dBe3oode


端から捕まえて牢屋に入れるか、直接デモ隊に発砲する。

「同じ投票所で投票」https://twitter.com/search?
q=%E5%90%8C%E3%81%98%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%89%80%E3%81%A7%E6%8A%95%E7%A5%A8&src=typd

茹で蛙のたま @yudegaeruagari · 12月15日 
@osamu9912 @k2cyan 「熊本県の衆院選投票率５０％、一方、同日に投開票された
、熊本県上天草市長選挙の投票率は７６％。同じ投票所で投票、何でこんな大差がで

るの？」← これはやっぱり地元の方達は、ぜひ追及して下さい！！

むさ @unnkiup · 12月15日 
RT @osamu9912: @xciroxjp 昨日の「衆院選投票率」前回の戦後最低の投票率５９％
を大きく下回り戦後最低の５２％！＝＞熊本県の衆院選投票率５０％、同日に投開票

された、熊本県上天草市長選挙の投票率は７６％。同じ投票所で投票、何でこんな

大差？投票率改竄の決定的証拠！

crafty @ahogess · 12月15日 
衆院選16,991市長選18,875。2,000票しか変わらない。 #デマリン RT @mariscontact
osamu9912 熊本県の衆院選投票率５０％、一方、同日に投開票された、熊本県上天草
市長選挙の投票率は７６％。同じ投票所で投票、何でこんな大差がでるの？

jun yamamoto @jun__yamamoto · 19時間19時間前 
熊本県の衆院選投票率は５０％。熊本県天草市長選の投票率は７６％。選挙は12月14
日同日に行われた。

http://s.webry.info/sp/richardkoshimizu.at.webry.info/201412/article_124.html …
同じ投票所で投票するのに、市長選だけ投票して衆院選は投票しない？不自然だろ、

いくらなんでも。

修（生活の党） @osamu9912 
· 31分 31分前 
「ドイツで日本の投票率の低さを批判するニュースが」＜＝民意は安部不支持８１％

。期日前投票は前回比１０％増！ネット調査で投票率予想は７７％！当日は比較的天

気に恵まれ投票所は混雑。前回の戦後最低投票率５９％を下回る５２％は上記より理

解不可。前回比１０％高い７０％近くはあったと考えます

修（生活の党） @osamu9912 
· 1時間 1時間前 
英ガーデイアン：衆院選の前哨戦、沖縄知事選は自民現職が大敗！安部不支持率

８１％！生活苦８２％！街行く人に聞いても自公を支持する人は殆どいません。しか

し選挙結果はなぜか大メデイアの捏造調査通りの「自公圧勝」に！おかしいです！今

の日本には「公正な選挙」が欠けてます、国際社会の協力を！

修（生活の党）さんがリツイート 
森本たかおん＠毎日がメルトアウト @TakaoMorimoto 
· 12月14日 

https://twitter.com/search?q=%E5%90%8C%E3%81%98%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%89%80%E3%81%A7%E6%8A%95%E7%A5%A8&src=typd
http://s.webry.info/sp/richardkoshimizu.at.webry.info/201412/article_124.html


竹中平蔵が会長の「パソナ」が実際の開票作業を担当。

安倍晋三が大株主の「ムサシ」が機械による票集計を担当。

出口調査を担当するのが、麻生太郎の「アソウヒューマニティ」

http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/11/25/7503214 …

村田 深 @ShinBaleisho · 12月15日 
すぐ終わってほしい政権が、なぜ3分の2も議席とるの？
"@tetsumah: 1年以内が過半数か。苦笑。"@mt3678mt 有権者1000人への「安倍政権い
つまで続いてほしいか」の質問に、「すぐに終わってほしい」がダントツのトップ "
丸原孝紀 @ecogroove · 12月7日 
東日本大震災を契機にはじまったというこの投票所の早じまい、都市部でも広がって

るらしい。迷いに迷ってギリギリでも行こうとする人はいるだろうから、やめてほし

いなあ。●投票所の３５％早じまい予定　本紙調査　選挙権侵す恐れ:政治（東京
新聞） 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014120802000097.html …

とん＆みー

@imarijun @ecogroove @TOKYO_Shimbot 昨日の期日前投票だって結局夜の７時過ぎ
てしまって焦って出掛けたら長蛇の列で３０分も待ってしまいました。遅くても行き

たい人はいるはずなのに…

https://www.youtube.com/watch?v=R7x_FCTHKNI&index=4&list=PLCC3CAEC8005E26B6

さて…。

「どうせダメなら」酒は飲まずに、

風呂はいって洗濯して明日のバイト逝きの準備して…、

海外「政治亡命」脱出に備えて、気力体力を温存しておくさ…★
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日22:21
空気がおかしい。

再びの雪。びちゃびちゃ路面に救急車のサイレンが鳴り響いてる。

…明日の通勤がキョワイ…
(・ω・;)(;・ω・)

http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/11/25/7503214
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014120802000097.html
https://www.youtube.com/watch?v=R7x_FCTHKNI&index=4&list=PLCC3CAEC8005E26B6
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日0:19
札幌の気圧９８５。

静かです。

ＪＲの特急が運休して代行高速バスは営業中って…(・_・;)…
レゾンデェトルはどこさへきさえんさん…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日3:16
暴風雪だの低気圧だのは、どこへ消えたの？(・_・;)

現在、完全に無風で晴れ。気温はプラス。聞こえるのは雪が溶ける水音のみ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日3:21
札幌９８４ヘクトパスカル。

ちょうど低気圧の目に入っちゃってるらしいです。(‾○‾;)
白夜だかオーロラだか、やたら外が明るいというツイあり。

寝ます。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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「有澄砂絵子氏のクルマ」を発見ｗ　（2014年12月18日）

http://85358.diarynote.jp/201412181256029389/

「有澄砂絵子氏のクルマ」を発見ｗ

2014年12月18日 リステラス星圏史略　（創作）
小学校５年か６年の時？の初期設定では「冴子」夫人…だったんですが、たっ
た今、「字面が悪い！」と気がついたんで、改名しました…
σ(^◇^;)。。。
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201412181256029389/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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「東京が光に包まれるので、」　（2014年12月22日）

http://85358.diarynote.jp/201412220807074586/

「東京が光に包まれるので、」

2014年12月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

さっき視た伝言夢めいたもの。

意味不明。

「東京が光に包まれるので、」

ご飯がショボくなる。？

らしい…

（そして海上水上生活！）

 
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）

2014年12月22日10:51
「東京が闇に包まれる」（停電）でもなく、

「東京が炎に包まれる」（炎上）でもなく、

「東京が光に」ってところが謎なんですが。

　？（＾＾；）？

栄光とかではなく、やはり「滅亡」らしいんですけど。

原発爆発とかの「光芒」…？

で、

「食料配給が乏しくなるが、

　それを食べる人数も激減している、

　ものさびしい大客船上の大食堂」でした…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日15:35
画像２個追加。２個先参照。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日16:25

cmk2wl @cmk2wl 
· 15時間 15時間前 
所沢周辺・日の出町ダイオキシン類 大気拡散シミュレーション
これが放射性物質を帯びてくる。

「所沢市、狭山市、川越市、三芳町、大井町の５市町。１時間当たりの焼却量が4トンを超す焼却
炉を含め、20以上の焼却炉が立地されている」 

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

2014年12月22日16:25
 

cmk2wlさんがリツイート  
木下黄太 @KinositaKouta 
· 18時間 18時間前 
NHKの唯一のポイントは、15日の放出よりも、どうやら20日夜以降21日の放出が、東京において
は致命傷になっている可能性が高いことを伝えていること。14日の爆発時点で、大きく政府やマ
スコミが考えを改めていれば、多くの人は被曝が回避もしくは少なくて済んだことを改めて痛感

する。



ちょうどぴったり。「物語のなかのオオノ」（初期設定）の位置だ…　（2014年12
月22日）

http://85358.diarynote.jp/201412221533179824/

【腐悔】 フクイ de 殺人スパイク DEATH no音
!!
2014年12月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

さっき（午前中）どうも「あるはずのデータが出て来てない」なと思って作業中断したんですが

、どおりで。（－－＃）

「ちょうど１１時ころに噴出しはじめて、検索殺到したんでデータ回線が重かった」のね…（－
－＃）

hisatei @hisatei · 2分2分前 
来福って書いてあると福岡？！って思ってしまったら福井だったでござる。

「知らない者は幸いなり。」

（気づいた時には手遅れ〜★）

気象うさぎ:福井 @mgn_fukui · 4分4分前 � 
福井県 福井市 【15:00時点 1.9℃ 89％ 25cm】2.9~0.4℃
★注意報:風雪/大雪/波浪/雷/なだれ/着雪
＝福井県福井市 #fukui #福井 [冬至] 

BUNNY♥�KISS...kanna @bunnykiss_kanna · 4分4分前 
今日は福井だよー！！

みんな待ってるん( ´ч` )
40分楽しもう( ´ч` )�
https://twitter.com/bunnykiss_kanna/status/546910347773227009/photo/1

ナニこの奇形で栄養失調の見世物小屋的アイガン動物…
（食玩？）
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最速ニュース（NHKニュース） @headlinet · 1時間1時間前 
大量の点検漏れなどが見つかり、事実上、試験運転の禁止命令を受けている、福井県

にある高速増殖炉「もんじゅ」について、日本原子力研究開発機構は、再発防止に向

けて組織体制や機器の点検計画など… 
http://goo.gl/fb/05QGlL

ムダに【検閲作業時間】を要する【鬼畜Ｋ】が最速とか騙るなｗｗｗ

G.D.Greenberg @G_D_Greenberg · 2時間2時間前 
日刊SPA!より「福井県・若狭湾の原発停止で北方系の魚介類が戻ってきた　＜福井県
・若狭湾の原発＞◆温排水停止で、減少していた北方系の魚介類が戻ってきた　◆ク

ラゲ大発生の漁業被害も激減」 
http://nikkan-spa.jp/549459

NHKグローバルメディアサービス @NS_keitai · 2時間2時間前 
【最新ニュース】福井県の高速増殖炉「もんじゅ」について、日本原子力研究開発機

構は、再発防止に向けて組織体制や機器の点検計画などを全面的に見直したとする報

告書を、２２日午後、国に提出する。ＮＨＫニュース＆

http://nhknews.jp/p/ #nhk #news

全地震速報 @earthquake_all · 2時間2時間前 � 福井県 南越前町 
【微小地震速報 福井県3】
2014/12/22 13:19:50 JST,
震源地 日本 福井県 南越前町 大桐 県道207号線 周辺
M1.6, TNT3.8kg,
深さ 9.0±0.5km,
http://goo.gl/1LyR4w -5

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：2014/12/22(月) 11:54 ID:XXXXXXXX
福井越前で線量上昇だってさ

#参考　http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_18.png …

さすがに速い。

JR_Hoku_Riku @JR_Hoku_Riku · 5時間5時間前 
＜越美北線＞大雪　運休［10:44現在］越美北線での大雪のため、次の普通列車は運休
します。

【運休】

≪福井⇒九頭竜湖方面≫・福井駅駅9:07発九頭竜湖行（越前大野〜九頭竜湖間）≪九頭
竜湖⇒福井方面≫・越前大野駅10時14分発福井… 
http://bit.ly/pXVxPb

避難もできない状況。

（そしてもちろん、越前大野〜九頭竜湖は、

「うちの物語中のオオノ市」の

「もともとの（名前の）モデル」ですとも…）
http://76519.diarynote.jp/200610100017590000/

（物語（予知夢）内のオオノ（内陸山間部のほうのオオノ）はね、

「いっきに流れ込んできた冷たく【有害な水】に沈んで滅ぶ」のね…！）

http://goo.gl/fb/05QGlL
http://nikkan-spa.jp/549459
http://nhknews.jp/p/
http://goo.gl/1LyR4w
http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_18.png
http://bit.ly/pXVxPb
http://76519.diarynote.jp/200610100017590000/


（－－；）…★

福井市の歴史博物館 @FukuiHistory · 4時間4時間前 
当館は福井市宝永3丁目（養浩館庭園の西隣、ＮＨＫ福井放送局の北側）にあります。
ＪＲ福井駅から福井城址（現福井県庁舎）を通り抜けて徒歩約15分です。
http://www.history.museum.city.fukui.fukui.jp/riyo/kotsu.html

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

逃げる気は、ないんだろぉなぁ…

今日だけでも、何人が死ぬのか…

哀悼。

https://www.youtube.com/watch?v=y8kxxmeir5Q

 
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12月22日15:58
風向きがわからないけど、時系列と地形から推測すると、

（前々項に貼った静岡まで線量上昇が逝ってる事実を考えると）

石川の珠洲原発の異常が列島横断した、

（山越えの手前の越前大野で一時的に吹き溜まった）

という現象が考えられるね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日16:07
０４９２２１１．

＠１２月２２日。（冬至で新月！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日20:53
びっくり。（＠＠；）

本当に、ちょうどぴったり。「物語のなかのオオノ」（初期設定）の位置だ…

https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B052’26.4%22N+136%C2%B046’19.2%22E/@35.874,136.772,9z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://www.history.museum.city.fukui.fukui.jp/riyo/kotsu.html
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2014年12月22日20:55
これね。

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福井県嶺北 深さごく浅い M2.8 22日16時27分頃発生 
(G)http://j.mp/1yHeLG2
(気象庁)http://j.mp/1zUbdEW



★「東京を包む光」の中心は、【大宮神社】…のそばにある…　（2014年12月22日）

http://85358.diarynote.jp/201412222021439710/

【東京海上火災】／東芝マテリアル／核廃棄物

の施設です。

2014年12月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

これじゃなくてｗ

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/history/kyu-kaijyou.html

こっちの続きで…★
http://85358.diarynote.jp/201412220807074586

おまけのＢＧＭ。

https://www.youtube.com/watch?v=CfSJj427f1s&list=RDy8kxxmeir5Q&index=3

どうも起きれないと思って気絶爆睡して、

ようやく起きれたと思ってＰＣみたら

北海道東部沖でまた地震。…のあいだに視てた夢ッセージ…（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201412222021439710/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201412222021439710/
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★東京湾内多重津波で複数のタンカー座礁。流出重油が湾内一面に膜状に拡がって爆発炎上。

★「東京を包む光」の中心は、【大宮神社】…のそばにある…
…（－－；）…

�やまりよう� @ryobaseball617 
· 12月21日　茨城県 鹿嶋市 @Tuka0703 
埼玉に核爆弾落とすは

PGA @aim9142 · 12月20日 
埼玉に核撃たれる夢みた

Atsushi Hoshino @hosriki · 12月19日 
茨城県の原発含む核関連施設や神奈川の工場などは廃止しなくていいの？ RT 「激しい
揺れ」関東確率高まる 
- NHK埼玉県のニュース 
http://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/1106788821.html …

urara @urarayade · 6月14日 
埼玉の大量保管施設(⁈)の今です。ドラム缶はいつどこにいったのか…@ST0NES: 近く
の東芝マテリアルという会社

http://www.toshiba-tmat.co.jp/corp/map.htm 
核廃棄物の取り扱い施設です。

http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/cd50d08ebbb7b909f634834a13db02a1 … 
https://twitter.com/urarayade/status/477799755037155328/photo/1

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5月1日 
横浜市磯子区、東芝の関係もヤバイみたいです。

http://twitter.com/ST0NES/status/461436080202317824 …
あと川崎と横須賀‥@sakuraphon
埼玉の大宮には、三菱が抱え込んでる核廃棄物が沢山有る。

俺なら、わざわざそんな所には住みたくない。

一体、周辺住民にはどの位、周知されているのか。

中村新史 @shinji_nakamu_P · 4月20日 
どこかの会社が埼玉の都心で高濃度核廃棄物を貯蔵してるのは知ってましたが、三菱

マテリアルは大宮、北袋10年以上核燃実験を行っています。...

http://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/1106788821.html
http://www.toshiba-tmat.co.jp/corp/map.htm
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/cd50d08ebbb7b909f634834a13db02a1
https://twitter.com/urarayade/status/477799755037155328/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/461436080202317824


http://fb.me/1kyhTzk3T

高 ̸ 尾 ̸ 洋 ̸ 平 ̸ @Takaoyohey · 4月6日 � 日本 岡山市 北区 
@magicalmako 先日、ボクへリークな電話があったのですが、その方曰く放射能マー
クを付けた三菱マテリアルのトラックが船で渡ろうとしてたらしいです。時期は、少

し前の話ですが、埼玉大宮にある核実験施設の核廃棄物だそうですね。

ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 3月2日 
核廃棄物、

茨城や埼玉が意外と多くね？

“＜全国事業所の放射性廃棄物の管理状況＞平成２３年度末現在、194 施設において
200 リットル容器換算で合計約 79,700 本相当になっている。
” http://buff.ly/1pOZMZB

フジワラトシカズ @tolio · 2月19日 
埼玉に膨大な量の核廃棄物…
http://fb.me/2cR8piZid

中川文人 @NakagawaFumito · 2013年11月26日 
@saqrako 埼玉に核廃棄物の最終処分場をつくろうって運動をやれば。「ふるさと埼玉
を核のゴミ捨て場に！」って。

ふゆ @qpmwdb · 2013年7月6日 
↓”陸上自衛隊化学学校（さいたま市〜）が〜７種類の毒ガスを製造・管理〜塩川鉄也
衆院議員の聞き取りや本紙の取材に〜防衛省が認め〜”　〜特別支援教育法施行前調査
では埼玉県の小学校での発達障害の疑いがある児童の割合が突出。産廃処理場での化

学物質、核廃棄物等屋外放置が話題になったことも。

1日1食 @fukufuku190 · 2013年4月19日 
埼玉の真ん中に日本の核廃棄物の半分近く有るのか。 RT @ebitiri_rie: 放射性廃棄物保
管列島・日本！日本中何処に避難しても、放射能だらけ！

http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/cd50d08ebbb7b909f634834a13db02a1 …
@susanou666さんから
gooブログ 
View this content on goo_blog’s website 

http://fb.me/1kyhTzk3T
http://buff.ly/1pOZMZB
http://fb.me/2cR8piZid
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/cd50d08ebbb7b909f634834a13db02a1


放射性廃棄物保管列島・日本！日本中何処に避難しても、放射能だらけ！ - 高山清洲・
世界平和　人類みんな兄弟 
By gooブログ @goo_blog 
日本中に放射性廃棄物が保管されています！ 放射性廃棄物は低レベルと高レベルに分
けられ、低レベル放射性廃棄物は基準値より下回るように処理した後、大気と海洋に

放出されます。残りは精錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設、燃料物質使用

施設等の事業所内の処理と事業所外の処理があり、「... 

まーさん @mairoiro · 2012年12月11日 
体育館のある敷地に核廃棄物置き場だよ　信じられる？子どもがスポーツする場所

だよ？→ 市総合体育館の敷地内にある駐車場建設地に汚染土仮置き場　埼玉県三郷市
　

http://mainichi.jp/select/news/20121211k0000m040121000c.html …

おもちゃリティ事務局長 @negorenger · 2012年12月10日 
@masason 孫さん 埼玉の新都心駅前にデータセンターを建設されるとの事ですがあそ
こには三菱マテリアルの核廃棄物が大量に埋まってますがそんな所に建設して大丈夫

何でしょうか?

…なるほど、「それで私」の、「ａｕからソフトバンクに携帯乗り換える!」計画が、頓挫した
のか…（－－；）…

おもちゃリティ事務局長 @negorenger · 2012年9月7日 
埼玉県の大宮に眠る核廃棄物　その数なんと200Lドラム缶換算総本数：37,952本この
事実ご存知ですか。先日子供を連れて埼玉スーパーアリーナのイベントに行きました

がなんとすぐ近くの大きな空き地のような場所が放射性物質の保管庫でした。何と恐

ろしい事。もう埼玉には住めない・・・

Taka @Hatanaka810 · 9月26日 
地震の予兆について…　地震活動が増加の北海道、福島県北西部、北関東－東京湾
周辺・千葉県－伊豆小笠原、静岡県全域・御前崎、四国－九州(ここが一番マズイ)と空
震が酷い青森県東方沖－十勝沖、仙台湾－福島県沖は警戒!!　#地震 #jishin 
https://twitter.com/Hatanaka810/status/515399079237394432/photo/1

http://mainichi.jp/select/news/20121211k0000m040121000c.html
https://twitter.com/Hatanaka810/status/515399079237394432/photo/1


だいじょうぶ。

私（だけ？）は、安全…。
https://www.youtube.com/watch?v=1Yz7k2iEcJg&list=RDy8kxxmeir5Q&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=QXaEboJaKQ8&list=RDy8kxxmeir5Q&index=16
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日20:22
添付の図１が何故か「１２月２２日１２時２２分」なのにも注も〜く…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日20:36
…って、上のカキコミが偶然「２０時２２分」だったよ…（－－；）…

地震解析ラボ @eqlaboratory · 9月10日 
◎本日で東日本大震災から３年半が経ちます。加えて、本日は、516年前（明応７年：1498年）に
明応地震、いわゆる東海・東南海地震が発生した日でもあります。

昨日の解析現場の声でお届けしましたが、北関東で新たな地震前兆現象が確認されました。皆様

、地震にご注意ください。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日21:13
なぜか唐突に拾ったネコ動画。

https://www.youtube.com/watch?v=C0xc28p4gnE

…がんばれ、みるちゃん♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=1Yz7k2iEcJg&list=RDy8kxxmeir5Q&index=11
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月23日7:03
〜０４９２２４９、

＞０４９２２６９．
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続:「音楽倉庫」♪　（2015年1月9日）

http://85358.diarynote.jp/201501090858019156/

続:「音楽倉庫」♪
2015年1月9日 音楽 コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?v=p5mmFPyDK_8&list=PLA801FF4DB8F42470&index=7
THE BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC

やぁ、いいのを見つけた♪

　（＾ｗ＾）ｇ

http://85358.diarynote.jp/201501090858019156/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
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緑色のパスポートは公用で国会議員や公務員用のものです。　（2015年1月27日）

http://85358.diarynote.jp/201501271837101664/

残忍で狂気的な集団だとイメージづける／米軍

空爆に反対世論が起こらない／日本政府が関与

している証拠です。

2015年1月27日 ★戦争反対★ コメント (3)
　

ニュースの途中ですが？まずは一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=JK2Zs3LFab8
ぴったりの気分でアゲアゲですね…ｗ

メディアが国を滅ぼすさんがリツイート 
森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto 
· 8時間 8時間前 
『後藤は公用でシリアに行ったと言う事。緑色のパスポートを所持』

⇒ http://amba.to/1C5CJS6 
緑色のパスポートは公用で国会議員や公務員用のものです。

と言うことは、後藤は公用でシリアに行ったと言う事。

日本政府が関与している証拠です。

Delphin1995＠火発の更新が第一 @Delp95 
· 19時間 19時間前 
小沢一郎「今回の人質事件は、安倍…さんがわざわざあっちまで行って、イスラム国
にとって宣戦布告ともいえるような話をした。イスラム国と戦う周辺各国に援助する

という言い方をしたらしい。彼らにとっては…当然、日本も敵だと捉えられてしょう
がない」

http://t.asahi.com/h3ql

西谷文和 @saveiraq · 1月25日 
イスラム国が残忍で狂気的な集団だ、とイメージづけることで、米軍の空爆に対する

反対世論が起こらない。「テロとの戦い」は延々と続く。じつはこの「延々と続ける

http://85358.diarynote.jp/201501271837101664/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201501271837101664/
https://www.youtube.com/watch?v=JK2Zs3LFab8
http://amba.to/1C5CJS6
http://t.asahi.com/h3ql


」ことが真の狙いだと思う。こうなるに至った歴史的背景を押さえておかないと、何

が原因だったか、が見えなくなっていく。

https://www.youtube.com/watch?v=_ObC5oLg6Q0

＞じつはこの「延々と続ける」ことが真の狙いだと思う。

ここ！赤ペン引いてチェックねッ！

参照もどる＞http://85358.diarynote.jp/201501271508423586/

光頭半兵衛@hage3826 
米紙「安倍首相は人質の命より自分の面目を優先」

https://socialnews.rakuten.co.jp/link/449546 正にタイトル通りだと思う。言っている事
とやっている事が正反対なのが安倍の特徴。安倍信者は言っている事を信じ、やって

いる事に目を瞑る。

メディアが国を滅ぼすさんがリツイート 
Daisuke.Ogawa @palport 
· 1月22日 
謹んで拡散させて戴きます。"@hiromi19610226: 「日本は軍事に頼らず 経済大国で平
和な国になった。これを一瞬で崩した安倍総理。

その付けが回ってきたんじゃない？」 "

メディアが国を滅ぼす @boruchiyan 
· 1月22日 
日本　いよいよ戦争準備に

自衛隊海外派遣恒久法案国会提出へ

いつでも、何処へでも他国軍の支援に行ける

https://pbs.twimg.com/media/B78FroyCAAAdf4T.png …

メディアが国を滅ぼす @boruchiyan 
· 1月22日 
岩上安身 
この発言の責任は問われるべき。先に喧嘩を売ったのはどっちか。

https://www.youtube.com/watch?v=_ObC5oLg6Q0
http://85358.diarynote.jp/201501271508423586/
https://socialnews.rakuten.co.jp/link/449546
https://pbs.twimg.com/media/B78FroyCAAAdf4T.png


首相「空爆でイスラム国壊滅を」　エジプト大統領と会談 
http://mjk.ac/check/jump.php?FFMPsx …(日本経済新聞)

メディアが国を滅ぼす @boruchiyan 
· 1月21日 
そら〜狙われるわ〜

安倍エジプトシシ大統会談

安倍首相　米軍機によるイスラム国へ空爆を期待すると述べる

https://pbs.twimg.com/media/B708EJIIMAAGxad.jpg:large …

https://www.youtube.com/watch?v=hzRqsN3WlQQ
 
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18:46
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 12月9日 
日本を乗っ取った独裁政権は、戒厳令を発令するだろう。そして、憲法の停止および自民党以外

の政党の禁止を宣言して、連中の意向で自由に戦争を開始することになる。戒厳令が発令中な

ので、夜間の外出は当然禁止。治安維持と称して、デモ隊を片っ端から捕まえて牢屋に入れるか

、直接デモ隊に発砲する。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日18:48
北村幸太郎 @soterakoya · 1月25日 
@chidaisan @aminosupple 今回のことで、理屈にならない「子供騙し」の屁理屈であっても、上
手く国民を欺けるだろうと集団的自衛権行使に何としても持って行こうと考える安倍政権首脳と

、そんな幼稚な説明で簡単に欺かれる国民のどちらが愚かなんでしょうか？

http://mjk.ac/check/jump.php?FFMPsx
https://pbs.twimg.com/media/B708EJIIMAAGxad.jpg:large
https://www.youtube.com/watch?v=hzRqsN3WlQQ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日18:50
ちだい @chidaisan · 1月25日 
安倍首相が「集団的自衛権がなかったから、自衛隊を派遣して拉致された日本人を救えなか

った！」とホザいていますが、攻撃されたのが日本人である時点で「個別的自衛権」です。日本

人が被害を受けているので、自衛隊を派遣できます。「集団的自衛権」とはまったく別次元です

。バカなんでしょうか？

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


戦争に行かされるのは／被害が直撃するのはこの世代（…）集団的自衛権の行使容
認に、20〜30代で「反対」が急増。　（2015年1月27日）

http://85358.diarynote.jp/201501272027232219/

福島の甲状腺がん／被害が直撃するのはこの

世代。

2015年1月27日 ★戦争反対★

https://www.youtube.com/watch?v=LNZ0dR98AC0

tsuyo2015 @matsue_tokyo · 20時間20時間前 
norick: Twitter / sinobu6542:...フィリピン周りで沈んだ旧日本軍の軍艦の位置を地図上
に表示したら心が痛くなった なんだよこの地獄は
http://shinjihi.tumblr.com/post/109109843027/norick-twitter-sinobu6542 … 
@shinjihiさんから

masa @zebra_masa · 12月22日 
お笑いマスゴミ記者の「裏取り」信仰！

裏とったぁ！「政府発表だもの。」

裏とったぁ！「警察は発表してないけど、担当刑事の顔色で…」by毎日新聞、岸井成
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格氏

裏とったぁ！「東電発表だもの。」

その東電「あんな線量が高いところなんて裏がとれるか、バカヤロー！」

masa @zebra_masa · 2時間2時間前 
しかし、一人殺すと「許しがたいテロ行為」になって、空爆で6,000人殺すと自慢で
きるってスゲー世界だよなあ。実際には誰がいるかも分からない場所をミサイルで攻

撃して6,000人だぜ。笑っちゃうよ。

ナットポチ 100@Natto · 1月24日 
今更だけどnhkだけ見てると何も判らない。専門家かと思ったら全員nhk。億ドルも億
円かも理解していない人間がしゃべっている。

アルとも @Altomo0521 · 1月22日 
後藤さんが単独で湯川さんを助けに行くだろうか…？助けたい気持ちがあったとし
ても、後藤さんは単独行動なんかしないのではないか？何かの力の存在を感じてしま

うのは私が善良な大人じゃないってことなのか？あと、NHKだけ見てるとマジで洗脳
されるよ。久々に見てビックリ。安倍様様な報道じゃん。

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

77人がリツイート 
はなゆー @hanayuu · 24時間24時間前 
『福島の甲状腺がん　発生数の多さだけでなく、悪性度がおそろしいほどに深刻』

⇒ http://ameblo.jp/cyber-michi/entry-11975379041.html …

柿崎春輝/H.kakizaki @hal1975 · 12月22日 
鈴木宗男さんが推進してましたね。

“@omegaomeg2: 原発やめてロシアからパイプラインを引け。
本土までのラインはもうできている

その先はとぎれとぎれだがある程度できている件 ”
http://pic.twitter.com/EsMO6aYBNe”

https://www.youtube.com/watch?v=ftUIk5nVgh0

https://www.youtube.com/watch?v=qQYlSrinpZQ
http://ameblo.jp/cyber-michi/entry-11975379041.html
http://pic.twitter.com/EsMO6aYBNe
https://www.youtube.com/watch?v=ftUIk5nVgh0


Jyuneko (脱原発と脱安倍政権) @Jyuneko1 · 1月9日 
今や日本国土の３分の１が放射能で高濃度汚染されてもまだ原発に執着している国。

他国のマスコミがテロに合い言論の自由をＰＲして自国では特秘法案を掲げ報道しな

い国。自分の先祖の夢を果そうと悲惨な歴史に戻そうとする国。弱者切り捨て社会保

証を無くし増税に頼る国。今はこんな国へ変貌しました。

新妻秀一：脱原発、若者子供妊婦を守れ @futabakawauchi · 2013年7月31日 
「ナチスの手口に学べ」麻生発言の恐ろしさ 
http://gendai.net/articles/view/syakai/143737 … … … ←02 仮に戦争と言う事になればの
話だが、戦争は敵から何かを守るという大義名分がなければならない。その意味から

いえば、実は今戦争状態だ。日本国土の3分の１を侵害する高濃度の放射能汚染と

Dr.NOMURA @Chooemon92 · 2012年7月18日 
国土の3分の１が放射能汚染されているのに 誰も知らないまま病気になっていくのは辛
すぎます。なぜ報道しないのか。なぜ汚染地域の人命を軽視するのか。どうやったら

避難させてくれるのか。

野崎雅人 @monju2000 · 2011年10月17日 
国土の3分の1が水没してもニコニコしているタイの人々を見てると心が和むけど、国
土の10分の1が放射能に汚染されてもまだ原発は必要だとか言ってる人を見ると、頭大
丈夫か？、と思う。

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

お♪　（＾ｗ＾）ｇ

「まだ全然わからないブラジル語」に比べると、

「もうかなり解るよ！スペイン語」…♪

(none) @n_plus · 24時間24時間前 
【再掲】 nauciccafe: やっとか？やっと気づいたか？どんどん増えてくれ。戦争に行か
されるのは／被害が直撃するのはこの世代（…）集団的自衛権の行使容認に、20〜30
代で「反対」が急増。 若者の未来に戦争の影を落とす安倍政権… 
https://twitter.com/n_plus/status/559678203778707457/photo/1

http://gendai.net/articles/view/syakai/143737
https://www.youtube.com/watch?v=bndGBlHRKPA
https://twitter.com/n_plus/status/559678203778707457/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=lx68OB-yMSw

https://www.youtube.com/watch?v=lx68OB-yMSw


去年のうちに二人は人質になってたわけですが、まさにその時期に中田先生は公安によ
って行動を規制され、それまでのように自由に中東へ行くことができなくなりました。
なぜ人質解放のキーパーソンを、彼らの協力が最

http://85358.diarynote.jp/201501272114495108/

肥満が激増していて／1,619人がリツイート。
2015年1月27日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
https://www.youtube.com/watch?v=d6szT5NnwTY

1,619人がリツイート 
内田樹 @levinassien · 1月25日 
去年のうちに二人は人質になってたわけですが、まさにその時期に中田先生は公安

によって行動を規制され、それまでのように自由に中東へ行くことができなくなりま

した。なぜ人質解放のキーパーソンを、彼らの協力が最も必要とされる時期に古い刑

法をとりだしてまで拘束したのか。

140人がリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1月26日 
名無し：2015/01/26(月) 12:25 ID:XXXXXXXX
福島県で肥満が激増していて、日本では「引きこもりで運動不足のせい」と宣伝され

ているが、国際的には被曝による中枢神経系の損傷によるものだとすでに判明して

いる。

http://enenews.com/study-fukushima-serious-man-made-disaster-human-history-obesity-
rates-double-japan-average-excessive-weight-gain-after-nuclear-disaster-marker-
radiation-brain-damage …

98人がリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1月26日 
名無し：01/24 22:52
福島県会津若松市在住

https://www.facebook.com/atuko.yuuki.5/posts/384882615020026 …
我が家の2男**が、なくなりました。
胃腸炎で入院していたのですが、

胃腸炎ではなく脳幹出血でした。

http://85358.diarynote.jp/201501272114495108/
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本当にあっという間で、あっけなくいってしまいました。

まだ、7歳でした。…

https://www.youtube.com/watch?v=JEp7QrOBxyQ

12人がリツイート 
ECD @ecdecdecd · 3時間3時間前 
安倍、売ったケンカ買われたって自覚あるのか。

��Motty�� @novtnerico · 2時間2時間前 
【英文記事】福島県で肥満が激増している理由は「被曝による中枢神経系の損傷」

http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/01/blog-post_708.html …

https://www.youtube.com/watch?v=NtQ9rJFABWA

https://www.youtube.com/watch?v=o6Z4moYogto

とりあえず今日は終わり。（＾＾；）

前のやつも「お暇があれば」観てやってね…

https://www.youtube.com/watch?v=ZGcM_9deqf0
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http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/01/blog-post_708.html
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日本が戦争する準備なんてとっくに出来てたんじゃないか。　（2015年1月28日 ）

http://85358.diarynote.jp/201501290915283171/

「地球人は滅ぶべきなのか、」

2015年1月28日 ★戦争反対★ コメント (4)
　

これね。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201501281507424943/

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%B3

でもそういえば完結版とやらはワタシまだ読んでないわ…☆

（絵柄変わっちゃってから敬遠してる…★）

ちょうどピッタリな曲あったｗ

https://www.youtube.com/watch?v=hVFY4Yvv3ho&list=RDqaQP0efeAQQ&index=6

ユキカゼ @NAVY_ICHIHO · 4時間4時間前 
ヒズボラがイスラエル軍を攻撃し、イスラエル軍がレバノンへ報復を行い、とばっち

りでUNIFILのスペイン兵が死亡
◆レバノン境界でイスラエル兵2人死亡＝ヒズボラの犯行、報復で国連兵士死亡（時事
通信） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150129-00000000-jij-
m_est …

306人がリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 1月27日 
「安倍首相は２７日の衆院本会議で「昨年１１月に（後藤健二氏の）行方不明事案の

発生を把握した直後に、官邸に連絡室、外務省に対策室を立ち上げ、ヨルダンに現地

対策本部を立ち上げた」と述べた」とのこと。つまり今回のイスラエルでの発言は「

人質の命の危険を承知の上で」と認めたわけだ。
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教員球磨五月十一日 @TiaraToru · 1時間1時間前 
イスラエルの旗の下で演説しておいて、人質事件を承知で演説しておいて、いざ起き

たら「言語道断」。あとはヨルダンにお任せ。それでも言うことは「テロには屈し

ない。

だから自衛隊外に出します。」

こんな人です僕らの総理大臣

ガイア・ラブサン @soratobubanza · 1分1分前 
識者諸氏によると、今回の人質事件は米国とイスラエルと日本の闇が仕組んだ茶番劇

だということですが、目的は、闇がこれまでに多くの戦争を作りだしてきたように、

今回も戦争を起こすことであることは明白です。この劇を無視し、不安を捨て、心を

明るく保ち、世界で進んでいる闇の逮捕を待ちましょう！

それでも。

MONOGATARI　は　世界　を　救う　…？

War Is Overさんがリツイート 
香取ヒロシ☆Hiroshi @EG_Hiroshi 
· 19時間 19時間前 
@tokaiama アマさん、愛してまーす！＾＾
東スポで記事がでました！ 僕に資料画像を送って下さった方です！
『イスラム国の処刑画像トリック。【さらに追記あり】』 
http://amba.to/15A1Kab

 
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1月29日9:52
あ、日付間違いたｗ

今日、２９日！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日9:58

War Is Overさんがリツイート 

HIRO @kakiaki1005 
· 1月25日 
なぜ日本がこれほど軍拡化が進んでいるかと言うと、根本の理由は、『米軍の防衛費縮小に伴い

、日本の自衛隊がその役割を補うためであり、その米軍のオファーを断れない』と言う点にある

。

それを政府は言えないし、新聞記事は本当の理由を隠した後付けの理由ばかりの記事を書きまく

る

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日10:00

War Is Overさんがリツイート 

宮前ゆかり @MiyamaeYukari 
· 7月14日 
たったの一週間でもいい、テレビが戦場における殺戮の凄まじい写真やビデオをナマで放送し続

けたら、世界中の戦争が一週間で終わるだろう、とエイミー・グッドマンはいつも言っている。

戦争を「概念化」し「消毒」して伝えるマスコミこそ、戦争美化に寄与している。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日10:03
War Is Overさんがリツイート 

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 
· 1月26日 
「テロリストに金を渡せば、その金で人が殺される。

だから、ＩＳには金を渡してはいけない」

この理屈は単独で見ると正しそうに見えるが。

日本が米国の基地の維持のために「思いやり予算」を払い続け、その米軍が、ＩＳ支配地域を爆

弾攻撃し千人単位の民間人が昨年死んでいる。

それは良いのか？

War Is Overさんがリツイート 

106cc @106cc 
· 15時間 15時間前 
電車の中でオバちゃん達の口から「かわいそうだけど死んでもしょうがない」「危ない国にわさ

わざ行ったのが悪い」「親が普通の教育してたらこんなに人に迷惑かけない」なんて言葉がスラ

スラ出てくるのを聞くと、日本が戦争する準備なんてとっくに出来てたんじゃないかって思って

まう



【 LITERA／リテラ 】。…これ、「おもてアサヒガモリ」だ…ッ！！！…♪　（）

http://85358.diarynote.jp/201709281032374600/

「希望の党」なる【独裁政権】誕生し日本がディストピアになる

映画＠２００５年 ／自党を解体に導く前原／【 国難 】←ロバ
ート・デ・ニーロがブチ切れ。／これは本当に必見ですねー。

2017年9月28日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=WSOc6AEJOBM
【作業用BGM】
強く カッコイイ主人公・最強にかっこいいアニソンメドレー 1時間耐久 

（作業栗鼠　増殖　７匹目）⇒※（作業栗鼠５匹目）より、分離独立〜ｗ

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
白石草 @hamemen · 9月26日 

これは本当に必見ですねー。

【ｗｗｗ】国民が選挙に行かず、「希望の党」という独裁政権が誕生し、日本がディ

ストピアになる作品があった！
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監督「デスノート」金子修介、出演・渋谷飛鳥、木下ほうか、楳図かずお（2005年・
総務省・20分）
https://twitter.com/hamemen/status/912690116891598853

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ながおふとし05  @ uZbyMrRzIsUL · 15時間15時間前 

上西小百合が

本日3分で消したツイートです

未来予想図みたいですね！

なんで消したんだろう？

https://twitter.com/05uZbyMrRzIsUL/status/913022520198012928

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 18時間18時間前 
JUMPILIKEYOUさんが毎日新聞をリツイートしました

解散総選挙が決まっていた？

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/912969008093130752

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
澤田愛子 @aiko33151709 · 18時間18時間前 
拡散：小池百合子が

「日本をリセットする」と恐ろしい事を吹聴。

つまり、民主国家日本をリセットして戦前戦中の国家神道全体主義の支配する、あの

地獄の日本に戻すという彼女の決意表明です。小池百合子はファシスト、「希望の党

」はファシスト政党です、人権や自由を縛る「絶望の党」です。

https://twitter.com/hamemen/status/912690116891598853
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JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 18時間18時間前 

日本を完全に破壊するのが希望の党なのだろうか

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
中澤誠 STOP築地移転 @nakazawa_mama2 · 9月27日 

凄い!! 何も言ってない!!

希望の党綱領全文：日本経済新聞

https://twitter.com/nakazawa_mama2/status/912877255545700352

https://www.youtube.com/watch?v=hUnuZShGsRU
２０世紀少年　主題歌　20th century boy 

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11 時間11 時間前 

小池都知事は、都知事を辞任して、後任に小泉進次郎氏を推し、国政に立候補するな

んて話しもあるんだなぁ。昔から小泉元総理とは家族ぐるみの付き合いで、小泉さん

側の親族が「小池さんと結婚してくれたらなぁ？」なんて話しも昔あったし。まぁあ

れだ、これをやられたら自民党はかなり議席を失うわな

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
岩上安身�認証済みアカウント� @iwakamiyasumi · 9月26日 
岩上安身さんがみなとかおるをリツイートしました

テレビは現実を正確に伝えません。小泉劇場と同様、小池劇場再び、です。これは

自民が議席を減らしても小池新党を含めて改憲勢力で3分の2を占め、

改憲による緊急事態条項の導入と発令によって、現行の日本国憲法下の政治体制をひ

っくり返し、戦争遂行体制を一挙に実現するためのプロパガンダです。

https://twitter.com/nakazawa_mama2/status/912877255545700352
https://www.youtube.com/watch?v=hUnuZShGsRU


https://twitter.com/iwakamiyasumi/status/912691247856336896

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
buu @buu34 · 9月25日 
自公への、おしおき票を、小池がキャッチして自公に還元する

簡単なカラクリです。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
skyhighー福島原発の石棺化が第一 @skyhigh0521 · 11時間11時間前 

なんだ、結局改憲して戦争がしたいだけか。元々こいつは核装備・徴兵OKの超極右。
＞小池氏 入党条件は安保と憲法
https://twitter.com/skyhigh0521/status/913069592460668928

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
マユリン @mayurin525 · 9月27日 

橋下徹の「グレート・リセット」や小池百合子の「日本をリセットする」という言葉

に引っかかり、維新の会や希望の党を”自民党に代わる革新勢力”と見てしまう人は多い
。

この人達の”改革”や”リセット”の目的は、「ヘイトや歴史修正主義を掲げる”自民党vs第
2自民党”の政治体制」に変える事。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
kinokuniyanet @kinokuniyanet · 9月27日 

小池「希望の党」のニワカ脱原発。もう覚えている人も居ないだろうが、

大阪維新・橋下氏は最初の頃だけ「脱原発」と言ってたw。

https://twitter.com/iwakamiyasumi/status/912691247856336896
https://twitter.com/skyhigh0521/status/913069592460668928


保守が脱原発を口にしたら、それはもれなく「野党票を切り崩す工作員」だよなぁw
https://twitter.com/kinokuniyanet/status/912848753442275328

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
伊丹和弘＠マリサポ兼記者�認証済みアカウント� @itami_k · 9月26日 

「原発ゼロ」が本気であるなら、まずは東電の大株主である東京都の知事として、「

柏崎刈羽原発の再稼働は不要」と宣言すべき。

あれは新潟にあるけど、東京などのための発電所なんだから。

→　小池都知事、国政新党「希望の党」設立へ　自ら代表に

https://twitter.com/itami_k/status/912817046185840640

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
asadori_Qly @AsadoriQ · 9月26日

小池都知事は、核武装を唱えてきながら、人気が取れると判断すると反原発とか言う

人だし。イメージではなくて政策の実質を見ると、都政では何もしていないし。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
竹内彰志 @takeuchishiyoji · 9時間9時間前 
竹内彰志さんが産経ニュースをリツイートしました

民進党の今後を現職国会議員だけで決めるって、地域で頑張ってるサポーターや支

援者、自治体議員や総支部長を無視ですか。なんのための代表選なんですか。なんの

ための総支部長、県連、党本部なんですか。党員・サポーターをバカにしすぎでしょ

。こんなんで、選挙で「希望」とは書きませんよ。

https://twitter.com/takeuchishiyoji/status/913060587545886721

しんちゃんさんがリツイート 

https://twitter.com/kinokuniyanet/status/912848753442275328
https://twitter.com/itami_k/status/912817046185840640
https://twitter.com/takeuchishiyoji/status/913060587545886721


岩上安身�認証済みアカウント� @iwakamiyasumi · 10時間10時間前 
民進党の議員とコンタクトを取った。明日に両院議員総会を控える今夜が山場であり

、今、「前原クーデターに抵抗している」と。

極秘に小池氏と通じ合い、党No.2の枝野氏にも知らせず、

自党を解体に導く前原氏の行動は、心ある議員たちからは、クーデターと見なされて

いる。

しんちゃんさんがリツイート 
孫崎　享 @magosaki_ukeru · 11時間11時間前 

前原氏：無所属で出られるのは構わないが、それならすぐに民進党の代表辞めてくれ

ないか。滅茶苦茶にしている。「衆院選：民進党の前原誠司代表が無所属で出馬へ

」（毎日新聞 ）

しんちゃんさんがリツイート 
白石草 @hamemen · 12時間12時間前 

意味が分からない！

なぜ党首選に出たの！

衆院選：民進党の前原誠司代表が無所属で出馬へ - 毎日新聞
https://twitter.com/hamemen/status/913006467401211905

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 13時間13時間前 
小沢さんにはわれわれ庶民には理解できない政権交代への戦略があるのだ。ここは希

望の党へ期待したいと納得する向きがあるけど、

何年か前の選挙で、事前にあれだけ期待を集めていた国民の生活が第一がいきなり嘉

田の未来の党に合流し支持層が投票先を失い、安倍自民が大勝した過去をもう忘れた

のか？

https://twitter.com/hamemen/status/913006467401211905


JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 18時間18時間前 
JUMPILIKEYOUさんがライブドアニュースをリツイートしました

原子力から買収されたのね。

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/912968515107168256

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
山口一臣 @kazu1961omi · 15時間15時間前 
山口一臣さんがNHKニュースをリツイートしました

民進党は明日、解党を発表するとの情報が入ってきました。夕方、会見がセットされ

たようです。希望の党と合流して、安倍政権打倒を目指します。政権交代の可能性も

出てきました。日本の憲政史に残る選挙になるかもしれません。それにしても、小池

さん、すごいわ。あとは、ご自身が山口4区からでるか？
https://twitter.com/kazu1961omi/status/912987284776947713

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
有田芳生�認証済みアカウント� @aritayoshifu · 17時間17時間前 

民進党と希望の党が合流する構想が強まっているという。「いう」と書くのは、いわ

ゆる「ボス交」（ボスの交渉）でことが進んでいるから、全く知ることができないか

らだ。リベラル派を選別、置き去りにしての合流だとの解説もある。

安保法、共謀罪などに賛成した議員との合体は「悪魔」との握手だ。

　　↑

つまるところ「ソレで【見ん心蕩】を潰した」功績を手土産に、

【欺罠盗】に「返り咲く」。予定の計画。だろう…？

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
佐藤治彦＠11/2扶桑社から新書 @SatoHaruhiko · 10時間10時間前 

リベラル派よ、怖れるな。動じるな。民進党の代表選挙、枝野氏を支持したリベラル

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/912968515107168256
https://twitter.com/kazu1961omi/status/912987284776947713


派が４割いた。日本国憲法を大切だと思う有権者も５割いる。大丈夫、護憲、安保法

廃止、共謀罪廃止を打ち出せば、選挙で勝てる。先ずは明日、前原を解任せよ。小池

百合子は金と組織が欲しいだけだ。#総選挙　#民進党

　　↑

…「おぼっちゃんだからさ。」…
　　↓

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
たけたけ @taketake1w · 2 時間2 時間前 

各局の報道3番組に出演した首相

#水島宏明 教授「報道ステーションでは、北朝鮮問題で一部突っ込んだが、全体的に首
相に遠慮する雰囲気が漂った」

「NHKは示し合わせたような質問ばかり。首相の土俵に乗って首相の主張を延々とさ
せた。土俵そのものを問う姿勢が感じられなかった」

https://twitter.com/taketake1w/status/913160125845692416

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
牧陽一 @muyangyi · 20時間20時間前 

美奈子さん、さすがです！ 先の戦争で国難を招いた遺伝子が脈々と生き続け、また扇
動しているという世にも怖い国、ニッポン。

Aさん 

#お前が国難
https://twitter.com/muyangyi/status/912908248172437505

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Ｔ－Ｔ @tcy79 · 9月26日 
Ｔ－Ｔさんがロジをリツイートしました

これらの発言は自民党の考えを的確に表してるので繰り返しテレビなどで流されるべ

https://twitter.com/taketake1w/status/913160125845692416
https://twitter.com/muyangyi/status/912908248172437505


きなんだけど、ほとんど流れない。とくに

大臣まで務めた稲田の発言は流れたことがない。

https://twitter.com/tcy79/status/912815959944990720

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ロジ@logicalplz · 9月23日 

安倍晋三「憲法が国の権力を縛るという考え方は古い」

西田昌司「そもそも国民に主権があることがおかしい」

片山さつき「天賦人権論をとるのは止めようというのが私たちの考え」

稲田朋美「国民の生活が大事なんて政治は間違っている」

礒崎陽輔「立憲主義なんて聞いたことがない」

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
やのっち(｡·ɜ·)d @_yanocchi0519 · 11時間11時間前 

トランプは、安倍が嫌い。

トランプの指南役のキッシンジャーは、もっと安倍が嫌い。

あれだけ強固だった安倍帝国が、一気に崩れ去ろうとしている。解散が決まった直後

から、電通も創価学会もあからさまに急激に豹変。皆んなが連んで安倍ハメハメ大

作戦。

誰から見ても安倍は害虫だということ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
boukendanji  @boukendanji · 9月26日 

https://twitter.com/tcy79/status/912815959944990720


返信先: @kogashigeakiさん 
boukendanjiさんが古賀茂明@フォーラム4をリツイートしました

これが御用の仕事。安倍も小池も同じだろう。安倍か小池ではなく、真の野党共闘を

選択するしか独裁を止める方法は無いのを承知で

愚民を小池に誘導する御用共。

https://twitter.com/boukendanji/status/912827238717865984

…唯一の「希望」は、この案のみか…。（－－＃）★
　　↓

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
佐藤治彦＠11/2扶桑社から新書 @SatoHaruhiko · 10時間10時間前 

民進党リベラル派６０人と、共産党と社民党で、１００議席を目指せばいい。で、日

本護憲連合を作ればいい。北海道や愛知、東京、いろいろと勝てるところはある！辞

めて行く奴に金と組織を渡さないこと。#総選挙　#民進党　#リベラル
https://twitter.com/SatoHaruhiko/status/913051428834263040

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
松井計 @matsuikei · 19時間19時間前 

枝野でも誰でもいいから、民進党を割るしかないだろう。で、割ったほうは立憲4党共
闘に参加。三つ巴戦にするしかないな。で、希望と合流した旧民進の候補が立つ選挙

区には、共産党も候補を立てる、と。そのくらいやらなきゃ国が立ち行かない。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
petite_bebe @petite_bebe · 20時間20時間前 

共産党愛知県委員会　衆院選で山尾氏支援を決定、自主投票に

sinwanohate・レイジさんがリツイート 

https://twitter.com/boukendanji/status/912827238717865984
https://twitter.com/SatoHaruhiko/status/913051428834263040


畠山理仁 @hatakezo · 9月26日 
政治家の言葉が軽くて誠実さのかけらもない場合、選挙前の公約は反故にされる可能

性が高い。「政策で投票する」という有権者は多いけど、守られない約束を吟味して

も意味がない。食堂の看板やメニューに金出してもお腹は膨れない。少なくとも

嘘つきや詐欺師を当選させないことが傷を浅くする方法。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ドイツ大使館�認証済みアカウント� @GermanyinJapan · 6月26日 

小池都知事の豊洲移転問題をめぐる発言で話題となった「アウフヘーベン」。都知事

はヘーゲルが提唱した「止揚」を言っていたと思いますが、アウフヘーベンは大使館

員も含め大半のドイツ人にとっては至って普通の動詞です。意味は「持ち上げる・拾

い上げる」。日頃色々なものをアウフヘーベンしてます。

https://twitter.com/GermanyinJapan/status/879186586033725440

　　↑

…日本語だと「ヨイショする」になるのでわ…。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 18時間18時間前 
JUMPILIKEYOUさんが共同通信公式をリツイートしました

日本の現首相も禁錮１００年くらいよろしく。

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/912967635813392384

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ブルドッグ @Bulldog_noh8 · 9月26日 
ブルドッグさんがブルドッグをリツイートしました

そういや、1年前にデ・ニーロがトランプにこう言ってたの思い出した（より正確に言
えば、デ・ニーロはコリン・パウエルの発言を引用した）。

https://twitter.com/GermanyinJapan/status/879186586033725440
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/912967635813392384


「あいつは『国難』や」

（He’s a national disaster.）
　　↓

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ブルドッグ @Bulldog_noh8 · 2016年10月8日 

ドナルド・トランプに、ロバート・デ・ニーロがブチ切れ。

ザッと訳してみたけど、もう何ていうか、出てくるワードひとつひとつが凄まじい

です。笑

https://twitter.com/Bulldog_noh8/status/784775678629597185

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Ｔ－Ｔ @tcy79 · 14時間14時間前 

共謀罪強行採決を批判したSKY-HIがエイベックスから怒られた!? それでも口はつぐま
ないラッパーとしての決意｜LITERA／リテラ
https://twitter.com/tcy79/status/912997964506816512

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
有田芳生�認証済みアカウント� @aritayoshifu · 19時間19時間前 

元TBS記者にレイプされたと訴える「詩織」さんは、証拠を揃え、民事で訴える準備
を進めているそうだ。「週刊新潮」のインタビューにそう答えている。

https://www.youtube.com/watch?v=ZFZ-wQAfSCo&list=RDEM7l3IhgiFEUSeUglCmUDf-Q
SKY-HI / アイリスライト 
　　　　　↑

　　（…あいりす…♪）

＞LITERA／リテラ

https://twitter.com/Bulldog_noh8/status/784775678629597185
https://twitter.com/tcy79/status/912997964506816512
https://www.youtube.com/watch?v=ZFZ-wQAfSCo&list=RDEM7l3IhgiFEUSeUglCmUDf-Q


…ん？（＾◇＾；）…？

https://www.facebook.com/litera.web

希望の党と民進党の合流は大政翼賛会だ！ 騙されるな、小池百合子が原発ゼロや消費
増税ストップをやるはずがない

http://lite-ra.com/2017/09/post-3479.html
希望の党が掲げる政策はすべて嘘。核兵器保有、社会保障否定、ヘイト肯定の極右、

大政翼賛会がその本質だ！

http://lite-ra.com/

LITERA／リテラ 本と雑誌の知を再発見 小説、マンガ、ビジネス書、サブカル、新書
、週刊誌、女性誌……本と雑誌のニュースサイト／リテラ LITERA(リテラ)とは

特集1.

小池百合子に騙されるな！ 極右に「希望」などない.

・小池知事が震災朝鮮人犠牲者追悼を拒否.
・極右丸出し”日本ファースト”は小池命名.
・小池百合子の本性が！韓国人学校排除.
・マツコが小池百合子にNG発言の理由.
・小池が安倍と手を組み改憲の扇動役に.
・酷すぎ！小池百合子も沖縄ヘイト発言.
・コミケ応援の小池百合子はマンガ規制派.

http://dic.nicovideo.jp/a/litera
「ニコニコ大百科」（仮）

LITERAとは、極左系のニュースサイトである。

概要　サイゾーの系列サイトであり、すでに休刊した「噂の眞相」という反権力雑誌

https://www.facebook.com/litera.web
http://lite-ra.com/2017/09/post-3479.html
http://lite-ra.com/
http://dic.nicovideo.jp/a/litera


の編集部によって運営されている。事実上オンライン版噂の眞相と言ってもよい。

報道姿勢　噂の眞相時代は、皇室に関するデマを飛ばし右翼による襲撃を受けるなど

、リベラルというよりも極左と言ったほうが適切な報道スタンスであった。現在でも

米軍のオスプレイに対するデマ記事を多数掲載したり、気に入らない勢力にネトウヨ

のレッテルを貼って目の敵にするなど、その傾向は変わっていない。

前述の通り事実かどうかより思想を優先する傾向が非常に強いニュースサイトなの

でLITERAの記事を引用したり、ソースとして使うことはオススメできない。ちなみ
に2chのニュース速報+板では、LITERAのソースによるスレ立ては禁止されているなど
、

あの日刊ゲンダイよりも下の扱いを受けている。

…えうれか…！（＠◇＠；）！…！

これ、「おもてアサヒガモリ」だ…ッ！！！…♪

⇒http://p.booklog.jp/book/108717/read

（ってことで、「投稿先」選択肢が広がりました…ッ？？）

OTL49さんがリツイート 
たかはしよしこ @yonizou666 · 9月27日 
カドカワがーーってTLで見かけますが

「カドカワでちんけな作品使ってやって名前まで出したのに、まだ何か要求するんで

すか？

著作権侵害？！カドカワが使ってやってるのになに言てるんですか？あんな小さい扱

いのもので、プッ」

file:///tmp/puboo/108717/452762/c2791643e0fe07c104d7/book/108717/read


とか言ってくる編集の巣窟だぜ。

※実話です。

OTL49さんがリツイート 
ただのカリスマディオブランドー @ohaoha01 · 9月26日 

KADOKAWAと契約結ぶとはこういう事らしい。
けものフレンズも、作者より権利を優先してるんだろうな。

タツキ監督だからこそここまで流行ったことを理解していない。

ジョブズをクビにしたようなものだぞ。

https://twitter.com/ohaoha01/status/912796128365518848

⇒午後作業へ続く〜…♪
http://p.booklog.jp/users/masatotoki?p=1

（　リ　巣　テラ　素　…♪）

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
白[はく] @hakukun_ · 9月26日 

ジブリ映画のキャラを現実世界に溶け込ませた動画が凄い

https://twitter.com/hakukun_/status/912626882968928256

OTL49さんがリツイート 
MIMI @xe_nd · 9月25日 
いま夫のイビキが突然止まったかと思ったら「そのお魚葉っぱ何枚と交換！？」て叫

んだから確信したけど、こいつ人間に化けた狸だ。

https://twitter.com/ohaoha01/status/912796128365518848
file:///tmp/puboo/108717/452762/c2791643e0fe07c104d7/users/masatotoki?p=1
https://twitter.com/hakukun_/status/912626882968928256


中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
【漢字と絵文字で倍以上の表現ができているの思うよ。略字でも伝わるし、主語を省

いても伝わるからねww】ツイッター、投稿字数を倍増　280字に、日本語は除く |
2017/9/27 - 共同通信 47NEWS
https://twitter.com/subaru2012/status/913021391305187328

OTL49さんがリツイート 
noca @redflame0601 · 9月25日 

娘が「アメリカに行っちゃったお友だちに手紙書くから英語教えて」と英語の勉強し

始めた。

お母さん、日本語通じると思うよ。

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4

「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

https://twitter.com/subaru2012/status/913021391305187328
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4


（2019年6月8日）　イルミナティ13血流の李家。

https://85358.diarynote.jp/201906081307598769/

「借景資料」用。

2019年6月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=7GBFEJTXGiM
Musica celta instrumental medieval epica de peliculas 2015 

こんわです。１２：３４頃に着席。（＾＾；）

午前作業中、あと３０分くらいキリの良いあたりまで

やっちゃおう。

…と思っていたのに、急激な睡魔さんに敗けて寝落ち。（
－－；）★

かと思ったら３０分くらいで目が覚めてしまい、

そのあと眠れず。？

と思ってツボ押しコリほぐしのあと起き出したら、

天気が…　晴れ！

…たんに気圧の谷間が通過したタイミングだったらしい…
（－－；）。

「降水確率６６％とか予報して私の誕生日外出♪ 予定を
潰した責任者！　出てこ〜いッ★」とかグレながらも

 
体調と気象条件（無風）を理由に、

今日も大掃除をペンディング…ｗ（－－；）ｗ

んで。

せっかくの！　だれひとり（実母すら！）祝ってもくれないとはいえ、

【！誕生日！】なので…

https://85358.diarynote.jp/201906081307598769/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201906081307598769/
https://www.youtube.com/watch?v=7GBFEJTXGiM


うしろむきの作業はやりたくないので、今日は「ビシ」はお休み。

…原稿関係、やりまーすッ♪

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

んで〜…★

「むかし視ていた未来予知？夢シリーズ」と「無関係とは思えない」内容の、

「律糸」群があったんで「借景資料」用にコピペっておこう…と思ってたんですが…

あらら★　これも、ハナシが、どんどん変な方向へ…？　ｗｗｗ

雲虹カフェさんがリツイート 
オリーブ通信 @olive__777 · 1時間1時間前 

娘のアウンサンスーチーは、李家の李海瑗とソックリであり、

麻薬利権に関わる残虐非道な政治家 ↓
https://twitter.com/Shirokuro2023/status/1134942660077195265 …

李家は、アジアを支配する一族で元を辿ると悪のユダヤ人 ↓
https://twitter.com/NviolaY/status/1134717174541512704 …

李家は日本を敵視しており、日本人を苦しめる最大の元凶です。

https://twitter.com/olive__777/status/1137190788331212802

　　↑

をいをいッ★　結局は「アジア憎し！」だけかよ…ッ？？

オリーブ通信 @olive__777 · 55 分55 分前 

安倍晋三が李家であると情報発信したYouTuberは、

その直後に不自然な自動車事故に遭遇。

https://twitter.com/Shirokuro2023/status/1134942660077195265
https://twitter.com/NviolaY/status/1134717174541512704
https://twitter.com/olive__777/status/1137190788331212802


この大事故だけマスコミは報道しない。

事故の加害者も警察も完全にグル。

李家による暗殺未遂動画は『100万回再生』に迫る勢いで視聴されている

　　↑

………あらら………？？？

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年6月8日13:55
　

雲虹カフェさんがリツイート 
３４７373  @ aki7115 · 6月4日 

在日朝鮮人が日本を支配してる。

在日の私は、そんな訳あるかと思ってました。

悲劇の民族と「洗脳」されてきました。

在日は「駒」です。

国民を欺き、

洗脳した在日B層を世論を騒がす道具にし、
それを隠れ蓑に悪事を行う。

◆安倍は朝鮮人「李家」

李家以外はゴミ同様

https://twitter.com/373aki7115/status/1135797139496361985

　　↑

…なるほど。「民族差別」じゃなくて「階級闘争」

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/373aki7115/status/1135797139496361985


（身分差別反対！）のハナシか…ッ！！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年6月8日14:45
　

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 6月7日 

安倍首相 通算在職日数が歴代3位に
https://twitter.com/i/events/1136497127067082752 …

歴代3位になれたのは、イルミナティ13血流の李家の末裔だから。
http://rapt-neo.com/?p=30818 

李氏朝鮮には両班なる特権階級があり、

安倍晋三は、日本国民を奴隷としか見ていません。

改憲も李家の復権のため。

https://twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1136795186854387717

　　↑

「民族蔑視」（敵視）じゃなくて、「血族支配からの解放闘争」なら、

同意する。…（＾へ＾；）ｈ…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年6月8日14:56
　

Ruthさんがリツイート 
未来2023 @mirai2023 · 6月6日 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/i/events/1136497127067082752
https://twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1136795186854387717
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


未来2023さんがRuthをリツイートしました

やはり日本は、世界一の金持ち国家でした！

その資産額（正確には天皇家資産）なんと約3垓5千京円！

なんと読むのか分かりません(笑)

そんなにお金があるのになぜ庶民の生活は苦しいのでしょう

答えは簡単です

自分達（天皇家）さえ良ければいいからです

そして安倍晋三は天皇家と親戚です

https://twitter.com/mirai2023/status/1136463088679411712

Ruthさんがリツイート 
あっこりんヾ(☆・ω・★)ﾉﾟ·*:.。 @akkorin4949 · 6月5日 

プロ野球球団オーナー企業はすべて金融ユダヤの傀儡

http://rapt-neo.com/?p=12593 

『ユダヤ』と言えば、安倍晋三や皇室は

『李家＝客家＝古代イスラエルのユダヤ人』

彼等が最も隠したい真実は自分達が『李家』であり『ユダヤ人』である事

日本はユダヤ人李家に支配されている

https://twitter.com/akkorin4949/status/1136410477389443073

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…さて困った…ｗｗｗ（＾ｗ＾；）ｗｗｗ

https://twitter.com/mirai2023/status/1136463088679411712
https://twitter.com/akkorin4949/status/1136410477389443073


…「また」。原稿世界とリアルが、リンクしちゃったよ…？　ｗｗｗ★



（2019年6月8日）　超古代のムー文明の紋章が八芒星。

https://85358.diarynote.jp/201906081339016942/

【 蛇族 VS 龍族 】／五芒星（秦氏）と六芒星（出雲族）の統合
を示す八芒星。／最後の決着をつけるべく企んでいることがみて

とれますね。

2019年6月8日 御先祖様とか庄内藩とか。 コメント (2)
（承前）

いや、もともと「拾いたかった♪」ネタはこっち系統ね…☆

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 2月17日 

「八重桜」の「八重」はヘブライ語の「神」に当たる発音。

https://twitter.com/041t2tgonefv/status/1092226708579659776?s=21 …

青森県「八戸（はちのへ）」市も「ヤヘ」の当て字、神を意味する土地の可能性大。

https://is.gd/rpdoCo 

天皇崇拝のために悪魔崇拝者たちがつくった、偽キリストの墓が近くにある。

http://rapt-neo.com/?p=17760
https://twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1096939185712246784

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 2月17日

8は、8＝∞＝無限で悪魔崇拝者たちが重要視する数字。
https://twitter.com/scenery1000/status/1087345785044328448?s=21 …

超古代のムー文明の紋章が八芒星。

http://rapt-neo.com/?p=26383 

五芒星（秦氏）と六芒星（出雲族）の統合を示す八芒星。

http://rapt-neo.com/?p=36719 

日本とイスラエルの合体も意味。

http://rapt-neo.com/?p=23385
https://twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1096939194423828480

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 2月17日 

八戸と伊勢神宮を結ぶレイラインが羽黒山を通る。

https://is.gd/zeEW7V 

伊勢神宮＝小泉太志命（八戸出身）。

https://twitter.com/rplaktyqavcwfhh/status/1057405592661221376?s=21 …

羽黒山＝東出融。

伊賀（秦氏）と甲賀（出雲族）の二重スパイを先祖にもつ。

https://is.gd/q3f8M0 
https://is.gd/Tr8EG1 
http://rapt-neo.com/?p=36090
https://twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1096939202703323136

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 2月17日 

伊勢には、海女がつける「セーマンドーマン」なる星形と格子状の印あり。

https://is.gd/kQ2jdK 

・セーマン＝五芒星＝安倍晴明＝秦氏

・ドーマン＝六芒星（格子＝かごめ＝六角形）＝芦屋道満＝出雲族

http://rapt-neo.com/?p=34733 

八戸も伊勢も、五芒星＋六芒星＝八芒星の土地。

https://twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1096939209183514624

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 2月17日 

青森県は鶴の上半身のような形をしている。

https://twitter.com/samaritanw/status/1096673398271356928?s=21 …

鶴が妙見（北極星）への架け橋。

八戸のある南部氏の家紋は鶴。

https://dostoev.exblog.jp/amp/28185052/ 

妙見（ルシファー）信仰の出口王仁三郎ゆかりの土地も南部藩領。

http://rapt-neo.com/?p=26383 

悪の源生長の家は八戸でも何かを企んでいる。

https://twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1096939216074752001

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 2月17日 

八戸市の市章は鶴を象っている。

レイラインで結ばれる羽黒山のある山形県鶴岡市の市章も鶴。

https://twitter.com/aarrm_k/status/1096731793984708609?s=21 …

・鶴丸は以前の天皇家の紋

・鶴が妙見への架け橋

・妙見＝ルシファー＝国常立尊

・大麻にもつながる

http://rapt-neo.com/?p=32098 

鶴はルシファー（国常立尊）と通じる土地を表す？

https://twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1096939223427371009

＞レイラインで結ばれる羽黒山のある山形県鶴岡市の市章も鶴。

…おっと！　母方の祖父（どう見てもユダヤ系！）まで、参戦…ッｗ

パン工房 @AARRM_K · 5月28日 
返信先: @041T2tgoNEFvさん 

パン工房さんが雲虹カフェをリツイートしました

失礼します。

海女さんの付ける「セーマンドーマン」の格子柄は、改めて見るとカザフスタンの国

章の真ん中にあるものを連想します。

https://twitter.com/AARRM_K/status/1133498202257121280

パン工房 @AARRM_K · 5月29日 

しつこくてすみません。。

カザフスタン国章にセーマンドーマンの両方がありますね。

海女は済州島が最も登録数が高く歴史も5世紀からと古いようです。
（当初は男性が主だったようですが。）

https://twitter.com/AARRM_K/status/1133643039790968833
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パン工房 @AARRM_K · 5月28日 

連投失礼します。

その他に鶴を市章に使っている市を列挙します。

茨城県 常陸太田市
長崎県 長崎市
鹿児島県 阿久根市
埼玉県 鶴ヶ島市
https://twitter.com/AARRM_K/status/1133500308292718593

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

花 @HANA82451798 · 5月30日 
返信先: @trustmeforever0さん、@AARRM_Kさん、他2人
花さんがkanaeをリツイートしました

失礼します

貴重な情報をありがとうございます

蘇民将来の護符、虎に“桃”符、菅原道真（太宰府・梅鉢紋）、李家に繋がりますね
https://twitter.com/melonpanoichi/status/1128276208167161856?s=21 …

以下拙い調べですが参考までに

蘇民将来について〜パン工房さんの仰る様にスサノオを崇め、京都八坂神社の祇園祭

にも欠かせないものだった様です

kanae @melonpanoichi 
家紋【梅鉢】で繋がる人々

・清和源氏の『菅原道真』がルーツ

・豊臣秀吉の重臣、加賀藩『前田利家』影で力を持つ

・ほか梅鉢が家紋の芸能人は盛り沢山��梶井基次郎〜岡本太郎〜AKB
〜

https://ippongi.org/2011/12/23/%E6%A2%85%E7%B4%8B%e3%80%80%EF%BC%8D%E8%8F%85%E5%8E%9F%E9%81%93%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%80%A8%E9%9C%8A%E3%82%92%E5%B0%81%E3%81%98%E8%BE%BC%E3%82%81%E3%81%9F%E7%B4%8B%EF%BC%8D%e3%80%80%E5%89%8D%E7%94%B0/
…

李家は【梅】が家紋

・令和の元ネタ梅の歌は太宰府の旅人

・梅鉢 太宰府関連の人多数 

花 @HANA82451798 · 5月30日 

蘇民将来の「蘇」は、きっと「蘇我氏」の事ではないでしょうか

（※蘇民将来の御札の話もにRAPT記事に既にありました…凄い）
http://rapt-neo.com/?p=30394 

��蘇民将来の伝説について
http://somin.sakura.ne.jp/toha.html 

茅の輪を飾る事で疫病を免れたとありますが、素戔嗚に茅の輪…
http://rapt-neo.com/?p=27712 

花 @HANA82451798 · 5月30日 

「蘇民祭」〜蘇民将来の逸話を基に岩手県内を始め各地に伝わり、日本三大奇祭「黒

石寺蘇民祭」の裸祭は有名

この御札と護符、それから黒石寺（奥州市水沢）の裸祭を見ていると、淫猥な意味合

いしか浮かびません

密教、陰陽道と深く繋がっているようですね

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%87%E6%B0%91%E5%B0%86%E6%9D%A5 …

連投失礼しました

パン工房 @AARRM_K · 5月30日 

黒石寺と聞き、つい先日話題に上った黒石市を思い出しました。

https://mobile.twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1132436750146592768 …

共に妙見信仰ですね。

私の上ツイのリンクではドーマンは「九字（くじ）」と。九字は陰陽道と修験道に繋

がり、安倍晋三と東出融が仲良しなのも頷けますね。

また既出かもしれませんが「天皇」は道教由来説あり。

花 @HANA82451798 · 5月30日

私も「黒石」気になりました

因みに黒石寺は蝦夷征伐による兵火で焼失、その後坂上田村麻呂により再興されたそ

うです

“平成天皇の祖先・坂上田村麻呂が津軽で神社をつなぎ、北斗七星が描いた”
https://twitter.com/041t2tgonefv/status/1087499953952325632?s=21 …

もとは修験（山伏）の寺だったそうで、思いっきり李家（東出融）に繋がりますね

パン工房 @AARRM_K · 5月30日 

やはり、どこからどうやっても繋がっちゃうんですね。もはや驚かなくなりましたね

。

god_bless_youさんがツイートしてくださった函館市旗は、韓国っぽく見えてしまいま
すね。。

少し前にツイッターで話題になった、李氏朝鮮宮殿守衛（左）と

ボツになったオリンピックボランティアユニフォーム（右）

https://twitter.com/AARRM_K/status/1134089051324133376

Fly to the future @AjkYDUrtcs0TxTk · 5月30日 

失礼します。

黒石を調べるとカアバの黒石がヒットしましたが、

内容がルシファーそのものを表しているような、、、

意味深すぎます。

青森は聖書にちなんだ地名やスポットが多過ぎますね、、

https://www.travel.co.jp/guide/article/16394/ …

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 5月31日 

失礼いたします。

「九字」ですが、弘前とも関係します。

弘前の「前」は、九字護身法の「前」だそう。

https://blogs.yahoo.co.jp/sadisticyuki10/11422278.html …

https://twitter.com/AARRM_K/status/1133500308292718593
https://twitter.com/melonpanoichi/status/1128276208167161856?s=21
https://ippongi.org/2011/12/23/%E6%A2%85%E7%B4%8B%e3%80%80%EF%BC%8D%E8%8F%85%E5%8E%9F%E9%81%93%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%80%A8%E9%9C%8A%E3%82%92%E5%B0%81%E3%81%98%E8%BE%BC%E3%82%81%E3%81%9F%E7%B4%8B%EF%BC%8D%e3%80%80%E5%89%8D%E7%94%B0/
http://rapt-neo.com/?p=30394
http://somin.sakura.ne.jp/toha.html
http://rapt-neo.com/?p=27712
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%87%E6%B0%91%E5%B0%86%E6%9D%A5
https://mobile.twitter.com/041T2tgoNEFv/status/1132436750146592768
https://twitter.com/041t2tgonefv/status/1087499953952325632?s=21
https://twitter.com/AARRM_K/status/1134089051324133376
https://www.travel.co.jp/guide/article/16394/
https://blogs.yahoo.co.jp/sadisticyuki10/11422278.html


また、出自が不明の津軽為信は、久慈（くじ）氏の出とも言われています。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E7%82%BA%E4%BF%A1
…

猶子になった近衛前久も陰陽師と関係？

http://rapt-neo.com/?p=43856 

花 @HANA82451798 · 6月7日 

横から失礼します

ずっと弘前の「弘」が気になっていて…（既出でしたらごめんなさい）
��「前」は九字護身法から取った

ネットにある情報では、

・広がるという意味

・弘法大師から取った

など

で、これを見つけたら、しっくり嵌る気がしました

��九字の切り方・真言密法卍字の秘法
��弘前市章＝卍

花 @HANA82451798 · 6月7日 

皆さんの沢山のツイートからも、青森がかなり重要な地だと分かります

https://twitter.com/nviolay/status/1134635103517200384?s=21 …

「弘前」という名には、この地を中心に、李家の統治する世を広めたいという意味が

込められていたのかもしれません

また余談ですが、九字の「前」は、何か閃いた時の手をぽんっとするポーズに似てい

ます

雲虹カフェ @x3NE3J1XpipyKAD · 6月7日 

失礼します

花さんの弘前のツィートをみて

〝弓〟が入っていることに改めて気づきました

弓に張る糸は〝つる＝鶴〟

ムは〝ムー大陸〟を表しているのではないでしょうか

ムー→海底遺跡

日本が最古の悪魔崇拝の聖地

http://rapt-neo.com/?p=17651 

本当に意味を重ねてきますね

Ruthさんがリツイート 
雲虹カフェ @x3NE3J1XpipyKAD · 8時間8時間前 
返信先: @AjkYDUrtcs0TxTkさん、@AARRM_Kさん、他4人
雲虹カフェさんがgod_bless_you_をリツイートしました

パン工房さんありがとうございます！

確認しましたが改めて閲覧注意ですね

蛇族 VS 龍族（スカイドラゴン）
https://mobile.twitter.com/god_bless_you_/status/1113399361461903362 …

だとすると

蛇族＝ 牡丹＋鶴
龍族＝ 梅＋烏 （東出融は龍族？）

かもしれません

最後の決着をつけるべく企んでいることがみてとれますね

…途中までコピペしてたら、ツイッタ〜から「ＧＩＦを読み込めません」とかの表示が…ｗｗｗ

…ＧＩＦ…疑（問）符…？？？？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年6月8日13:40
　

ぃゃもうコレだけで「伝奇物」のシリーズが２〜３本は立てられるわ…ッｗｗｗ

（『ムー』ネタは大好物です…ッ☆）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年6月8日13:47
　

もりんがさんがリツイート 
Minさん @minsan_cosme · 20時間20時間前 

布に穴が開いたら試そう。

https://twitter.com/minsan_cosme/status/1136913091101220864
　

 

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E7%82%BA%E4%BF%A1
http://rapt-neo.com/?p=43856
https://twitter.com/nviolay/status/1134635103517200384?s=21
http://rapt-neo.com/?p=17651
https://mobile.twitter.com/god_bless_you_/status/1113399361461903362
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/minsan_cosme/status/1136913091101220864


（2019年6月8日）　複数の意味を重ねて使うので、芋蔓式に出てきますね。←ツルな
だけにw

https://85358.diarynote.jp/201906081456478676/

「本物の神様」／地球が割れる程の威力を持ち、噴火の危険性が

高い。　（一旦終）

2019年6月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（承前）…さらに、ヘンナヒトが参戦…ッｗｗｗ

雲虹カフェさんがリツイート 
Fly to the future @AjkYDUrtcs0TxTk · 3時間3時間前 
返信先: @x3NE3J1XpipyKADさん、@AARRM_Kさん、他4人

蛇vs龍、、、

どちらにしても「本物の神様」の概念が欠落していますね、、、

ラプトさんの説く御言葉が、彼らにとって理解不能であることは明らかです。

御言葉を理解した人達の善なる祈りが、今こそ必要なのだと感じます。

https://rapt-neo.com/?p=25977
https://twitter.com/AjkYDUrtcs0TxTk/status/1137178339297320960

花 @HANA82451798 · 5月26日 
返信先: @AARRM_Kさん、@hasuki37さん、他6人

皆さん沢山にありがとうございます！

Ruthさんの記して下さった市章

黻(ふつ)＝星と言うだけでサタンです

https://85358.diarynote.jp/201906081456478676/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201906081456478676/
https://rapt-neo.com/?p=25977
https://twitter.com/AjkYDUrtcs0TxTk/status/1137178339297320960
http://rapt-neo.com/?p=41891


http://rapt-neo.com/?p=41891 

既出かもですが漢字の「亞・亜」にも見えますよね

中央が十字架、しかも「黒い石」ですものね…
ここで生贄儀式が執り行われても、おかしくないのではないでしょうか

https://twitter.com/HANA82451798/status/1132591479816200193

…玉石混交の魔女鍋状態だが、

「花」は韓国語の「ハナ」（１または始め、天辺）だってことを、まず知ろうよ…ｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

むくむく @sheep_mukumuku · 5月3日 
返信先: @chawakovさん、@041T2tgoNEFvさん 

失礼致します。

いつも深く調べ発信して下さり有難うございます。

Ruthさん、リプが表示されないように工作されています。こんなに表示されないのを
見るのは初めてでしたのでリプさせて頂きました。

かなりあからさまで呆れ返ります。

愚かな工作を行い悪に加担している者達が悉く滅び去りますように 
https://twitter.com/sheep_mukumuku/status/1124108735301980161

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　☆別件☆彡

ふくちゃん @zishinmimi · 2月22日 

https://twitter.com/HANA82451798/status/1132591479816200193
https://twitter.com/sheep_mukumuku/status/1124108735301980161


太陽系最大の超巨大火山、日本東方沖に発見 
https://www.cnn.co.jp/fringe/35036906.html … @cnn_co_jpより

マヂか。。世界最大ではなく太陽系最大の火山が日本のすぐ近くにあったとは。

わかったのがつい数年前。最先端の科学分野らしい。

https://twitter.com/zishinmimi/status/1098788463648731136

　　↑

Center section phase3 byDFK(2000) Council of 8 @CSP3_byDFK · 2月22日 
返信先: @zishinmimiさん、@cnn_co_jpさん 

この新たに見つかった太陽系最大の火山は、休止状態。

地球が割れる程の威力を持ち、噴火の危険性が高いのは、

シャッキー海台、タム山塊とオントンジャワ海台

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 2月14日 

水は燃える。

フッ素で燃える。

https://is.gd/8grhLN 

原子番号9のフッ素。

・非常に強い酸化作用があり、猛毒

・水と反応させるとフッ化水素、酸素と一部オゾンを生成する

・つまり水を燃やす（！）

原発は塩水発電。

https://www.cnn.co.jp/fringe/35036906.html
https://twitter.com/zishinmimi/status/1098788463648731136
https://is.gd/8grhLN
http://rapt-neo.com/?p=38665


http://rapt-neo.com/?p=38665 

原発は水の燃焼も行われている可能性大。

Ruth041  @ T2tgoNEFv · 2月14日 

向精神薬にもフッ素。

https://is.gd/2g2v2A 

向精神薬とLSDの開発者は同じ人。
http://rapt-neo.com/?p=37652 

大衆管理の源フッ素の原料が蛍石。

https://is.gd/DCDWUL 

1万年以上前から存在するフリーメーソンのマーク「ホルスの目」。
http://rapt-neo.com/?p=11809 

ブラックライトで光る＝蛍石では？

☆いちこ ☆1977  @ ithi · 2月14日 
返信先: @041T2tgoNEFvさん 

失礼します。

確か以前、Ruthさんが上げていた六フッ化ウランも分子が八面体とあり、

笑ってしまいました

https://twitter.com/1977ithi/status/1096174328775757824

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Ruthさんがリツイート 

https://is.gd/2g2v2A
http://rapt-neo.com/?p=37652
https://is.gd/DCDWUL
http://rapt-neo.com/?p=11809
https://twitter.com/1977ithi/status/1096174328775757824


Fly to the future @AjkYDUrtcs0TxTk · 6月7日 
返信先: @HANA82451798さん、@x3NE3J1XpipyKADさん、他4人

失礼します。

弓には「土地を測量の単位」でもあるようです。

また、蝦夷や東夷の「夷」＝大＋弓 です。

複数の意味を重ねて使うので、芋蔓式に出てきますね。←ツルなだけにw

（鶴＝蔓＝蛇信仰）

https://twitter.com/AjkYDUrtcs0TxTk/status/1136865039929946114

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年6月8日14:58
　

う〜む…ネタの宝庫…というか、不滅の鉱脈…ッｗｗｗｗｗ
 

https://twitter.com/AjkYDUrtcs0TxTk/status/1136865039929946114
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（2019年6月8日）　Lei=（広東語）の「李」。

https://85358.diarynote.jp/201906082015556437

（続）。（＾＾；）

2019年6月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
https://www.youtube.com/watch?v=oiqciak0L7E
Música celta irlandesa relajante medieval epica instrumental gautas, flauta y violin
 　　↑
（人種的には全く似てないんだけど、「表情がキヨくんに似ている」。ｗ）

 
…なんか、どんどん防諜…もとい、膨張してるんですケド…ッ？！！

god_bless_you_  @god_bless_you_ · 6月3日 

菅原道真は李家

https://twitter.com/rplaktyqavcwfhh/status/1135496492028796928?s=21 …

菅原道真は死して雷神となる

雷神は鬼の姿で艮を連想する

中国では雷公(Lei Gong)と呼ぶ

Lei=（広東語）の「李」
https://twitter.com/harenochi_denen/status/1128830138735448064?s=21 …
Gong＝Bell＝Bel＝バアル
Gong＝アヘン、麻薬
Gong＝英国の勲章

雷神＝艮＝李家＝バアル＝アヘン＝ガーター勲章

雲虹カフェ @x3NE3J1XpipyKAD · 6月3日 

失礼致します

https://85358.diarynote.jp/201906082015556437/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201906082015556437/
https://www.youtube.com/watch?v=oiqciak0L7E
https://twitter.com/rplaktyqavcwfhh/status/1135496492028796928?s=21
https://twitter.com/harenochi_denen/status/1128830138735448064?s=21


相撲＝李家ですか！

相撲は梅鉢紋です

相撲の始祖〝野見宿禰〟は、藤原道真の始祖＝梅鉢紋

力士には〝梅鉢紋〟の家系出身者が多いそうです

http://inamasa.blogspot.com/2015/12/blog-post_13.html?m=1 …

李家だったからこそ、朝青龍はただの力士ではなかったわけですね ↓
http://rapt-neo.com/?p=29280

god_bless_you_  @god_bless_you_ · 6月3日 

有益な情報をありがとうございます。

李家である高木家の祀る神【タカムスビ】に遣わされた

経津主神【別名：布都怒志命】は香取神宮に祀られる。

https://twitter.com/rplaktyqavcwfhh/status/1135325349489725440?s=21 …

香取神宮…香取慎吾とはここから名付けられたか？

李慎吾は皇族と似ている。

https://twitter.com/nviolay/status/1130382205971099649?s=21 …

#SMAP

god_bless_you_  @god_bless_you_ · 6月3日 

武豊

タケミカヅチの別名

武甕槌

豊布都神

http://inamasa.blogspot.com/2015/12/blog-post_13.html?m=1
http://rapt-neo.com/?p=29280
https://twitter.com/rplaktyqavcwfhh/status/1135325349489725440?s=21
https://twitter.com/nviolay/status/1130382205971099649?s=21


武

豊

競馬は人工地震に関係あり

https://twitter.com/akkorin4949/status/1111399556367810562?s=21 …

タケミカヅチは地震を引き起こす大鯰を御するはずの存在

change_heart @changeheart3 · 6月3日 

失礼します。

鹿島建設も鹿島神宮のタケミカヅチから来てます。

こうでしょうか?
鹿島建設は地震のお蔭でボロ儲けし売上が増えて大株主や取引先が大喜びしている。

創業者鹿島守之助と中曽根康弘、

ボロ儲けするのは天皇家一族

http://rapt-neo.com/?p=34358

scenery @scenery1000 · 6月4日 
返信先: @scenery1000さん、@changeheart3さん、他3人

元々エジプト近辺でユダヤ人に混ざり込んでいた悪魔崇拝者たちが中国近辺へと移

動し、その一部が「李家」を名乗って中国・台湾・日本などを支配していたために、

「李家」が普及させることに関わったであろう相撲にもユダヤ教の面影が見られると

いうことでしょう。

http://rapt-neo.com/?p=16709

scenery @scenery1000 · 6月4日 

純粋なユダヤ人に混ざり込んでエジプト近辺から移動してきた李家も、日本にユダヤ

https://twitter.com/akkorin4949/status/1111399556367810562?s=21
http://rapt-neo.com/?p=34358
http://rapt-neo.com/?p=16709


の文化を流布させることによって「日ユ同祖論」において主張されているような「日

本の文化にはユダヤ人の文化と共通点が見られる」という現象を生じさせることに

関わったと考えられますね。

https://rapt-neo.com/?p=16401

scenery @scenery1000 · 6月4日 
返信先: @changeheart3さん、@god_bless_you_さん、他2人
sceneryさんがLalaをリツイートしました

失礼します。

「李」姓はユダヤ人の氏族の姓である「Levy」を中国風にしたものとして明代の皇帝
が与えたものでした。

https://twitter.com/LudHGfAb23/status/1133900467581272064 …

また、「相撲」はユダヤの文化と共通点が見られました。

https://twitter.com/scenery1000/status/1135703764503891969

＞Lei=（広東語）の「李」

…待って…（－－；）。うちの「シスターナ・レイズ」のレイのスペルも、

【 Ｌｅｉ 】だったんですけど…ッ？

Hana @hana_hana2023 · 6月4日 

『統一教』の開祖 李龍道と武豊が似ていると思います
https://twitter.com/MuhiMuhi20/status/1129253396626546688?s=19 …

統 一教会の被害者に対しキリスト教牧師と家族に賠償命令。12年間も拉致された悲劇
https://rev-moon.info/higaisyanokai.html …

日本も韓国も『李家』に支配され続けてきた事がだんだん明らかになってきた

https://rapt-neo.com/?p=16401
https://twitter.com/LudHGfAb23/status/1133900467581272064
https://twitter.com/scenery1000/status/1135703764503891969
https://twitter.com/MuhiMuhi20/status/1129253396626546688?s=19
https://rev-moon.info/higaisyanokai.html


…う”〜む…（－－；）…★

「中学のころの私」は、そんなこと、ちっとも知らなかった（関心もなかった！）のに…

なぜ、「夜ごとの悪夢？で語られたものごと」と、ぴったりリンクしてんの…ッ？？？？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

とりあえずコレに入れといた…ｗｗｗ
⇒http://p.booklog.jp/book/108717/page/3637629
リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－３　『朝日ヶ森の物語』 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年6月8日20:16
 
（いままだ「作業中」なので、読みたい人は、あと数分待って…ｗ）
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奥付

リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－３

『朝日ヶ森の物語』

http://p.booklog.jp/book/108717
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