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（最終戦争シリーズ）
 



（ネタめも。）　《 シナモン 》　（死なんもん！）

（ネタめも。）　《 シナモン 》　（死なん
もん！）

2017年1月2日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=yJY41CBFtTk
パンプキンパイとシナモンティー／夢供養収録曲 # さだまさし（CD音源）

「旧日本（民主主義国）亡命者」と称される日系宇宙移民の互助会的組織。

政治団体ではなくあくまでも「日本文化継承」を目的としたもので、

アルバトーレにもコロニスツにもスタンドアロンズにもいる。

「日系」（にっけい）だから

「肉桂」（シナモン）という

腰のぬけるダジャレねーみんぐ扇子はもちろん

トキマサトが名付け親と思われる…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

下部（内部）組織に「語女会」という、
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「とにかく地のコトバで喋りたおす女子会（男子参戦歓迎）」

の、先祖出身地域ごとの集まりが定期的に保たれており…

（いわゆる女子「県人会」的なもので）

旧地域別の料理の味付けや方言のちがいを継承している。

https://www.youtube.com/watch?v=GII6df9l9T4
恋愛症候群 # さだまさし（CD音源）

https://www.youtube.com/watch?v=GII6df9l9T4


（ 借 景 資 料 集 ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 借 景 資 料 集 ）
 
 



実は去年の１２月から…　（2015年5月26日）

実は去年の１２月から彼は国ではなく南米諸国連合の会長、即ち南米諸国連合の大統領として南

米外交で多いに活躍しています。

2015年5月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
 

 
！万！（＾◇＾）！歳！

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear 
· 2時間 2時間前 
「南米の大統領」となったムヒカ大統領の新スピーチ全文（日本語訳） 
http://hana.bi/2015/05/mujica-unasur-new-speech/ …

＞国の枠を超え、南米をひとつの共同体としなければ未来はない

やはり、《アルヴァ・タウーレ》による人類救済は、

「もう始まっている」…ッ！

あぁ、こんなカッコよすぎるスピーチ、いつか、カマシテみたい…っｗ

＞私の唯一の功績は品がなく、頑固で、熱心で、継続的な性格で耐えることができたことです。

私は決して偉人ではありません。刑務所に入ってしまった理由はスピードが足りなく捕まって

しまったからです。（笑）

＞ヒーローの資質はありません。しかし、内なる炎のようなものは持っています。社会の階級、

社会的な不公平差が我慢なりません

UNASUR（南米諸国連合）のムヒカ大統領の就任スピーチ
翻訳：打村明

国民のみなさま、ここにお集まりの大統領様、仲間の皆様、大使の皆様、多いに感謝

いたします。

私はちょっとイカれた一般市民です。

私の唯一の功績は品がなく、頑固で、熱心で、継続的な性格で耐えることができたこ

とです。私は決して偉人ではありません。刑務所に入ってしまった理由はスピードが

足りなく捕まってしまったからです。（笑）

ヒーローの資質はありません。しかし、内なる炎のようなものは持っています。社会

の階級、社会的な不公平差が我慢なりません。人間は社交的な動物なのだと思います

。地球での人間の歴史の９０％を家族や家族集団で生活してきました。一人では生き

ていけず、みんなの助けが必要な変わった猿なのです。そのことがハードディスクに

インプットされ、そのハードディスクは社交的なのです。

だから「人間は政治的な動物だ」と断言するアリストテレスは正しいのです。そうな

んですよ、猫ではないのです、社会に認められたいのです。

しかし歴史の様々な出来事が、後の１割の人類の歴史の責任者なのです。９割がそう
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ではないのです。美しいものを与えてくれたのです。気づいてみたら私たちは１００

年前と比べ、４０年も寿命が延びました。

結局のところ、世界には飢餓があると知っている、人口も倍あります。食料も倍あり

ますが生産したものの３０％を私たちは捨てています。この残り物を犬にもあげませ

んし、ましては貧しい人にも与えません。それがこの文明のむき出しのクリアで悪性

的な矛盾点なのです。そしてその矛盾に充電し戦い続けているのです。

こんなにものが溢れている現代のような時代はいまだかつてない！

こんなにたくさんの知識もいままで決してない。

世界の１分間に消費される軍事費は２兆米ドルですよ。

私はこの衝撃的な事実を伝え続ける事を私はやめませんよ。

「世界の何百万人もの貧しい人たちに目を向け、人間味のある生活ができ、世界の需

要を大きくできるような地球規模のプランのためのお金がない、リソースがない」と

言える人は恥知らずです。

世界のもっともお金持ちな人が毎日１００万ドルを使ったら、財産を使い果たすのに

２２０年もかかると言っていますが、2%から４％の利率がありますから１日４００万
ドルのお金も入ってくるので、もっとかかります。

私たちが「世界にお金がたりない」なんて言えるのは、お金を出して解決できる人に

要求ができず、その人のポケットに手を突っ込めず、そうさせることができない政治

的意気地なしだからなのです。だから私は政治にいるのです！

だから政治の世界で戦うのです。結局のところ、簡単に言うと貧困者のためにベーコ

ンをもう少し太く切らなければならないということです。政治というのは自分には好

都合で別の人には不公平な選択肢を決めなければいけないものだからです。マジョ

リティーにいるか、マイノリティーにいるのか、中立でいられず、どちら側かを選択

しなければいけないのが政治です。

みなさん、これの他に別のこともあります。正義より大事なこと。

私たちは生きている世界は涙の谷で、死んだらパラダイスにたどり着くという思想に

はめ込まれて育ってきました。天国はいまここなのです！或いは地獄は今なのです！

人がより良い暮らしをするには、いま人生のために戦わなければならないのです。中

立な立場なんてないのです。ですので、忘れられがちな中立で基礎となる価値観につ

いて話すのであれば、意味があります。

私は尊敬されても自分の指なんてしゃぶりませんよ。老人のまま私はここを出て行き

ます。そんなことより考えなくてはならないのが、ここには沢山の若者がいること。

そしてあなたが若ければ次のことを知っとかなければならない。

人生というのは1分1分とあなたから逃げていきます。足りないからといってスーパー
で追加で買うことができないのです。ですので人生を活きるために戦ってください。

人生に中身をあげてください。他の生物の生き方と人間の生き方の違いというのは、

あなたには自分の人生の方向性をある程度決められるというところにあります。あな

たが自分の人生の道の創設者になれるのです。

生まれたままに生きる植物と違い、あなたは生まれたあと自分の人生に中身を詰める

か詰めないかを選択できるのです。

マーケットに自分の命を売り、必要でもないものを買いあさり、ローンを支払いなが

ら人生を過ごしていたらあっという間に私のような老人になってしまいますよ。リュ

ーマチまみれのね。あなたはこんな世界に生まれたのです。ぶち当たってこそ、世の



中に何をしたのかが分かります。

でも、あなたには夢があり、その夢のために戦い、希望を残ったものに伝えようとし

たのならば、あなたのその活気が丘の上や広い海に少し残っているのかもしれない。

その一瞬の記憶がどんなにすごい記念碑よりも、伝記よりも、賛歌よりも、詩よりも

価値あるものなのです。

人類の希望は新しい世代で具現化するのです！

みなさま、命より大切なものはありません。幸せのために戦ってください。そして幸

せといのものは人生に内容を詰めるということなのです。道を作り、襲われてはいけ

ないのです。そのためのレシピなんてありません。ここにあります、あなたの良心に

。使われるか、それとも奇跡的に生まれたこの機会を使うか。

また戻りますが、若者にもうひとつアドバイスをさせてください。

不可能なことを可能にするには更なる努力が必要です。そして本当に負けてしまうの

は腕を下げ自分を渡し、諦めるときのみです。

人生では何千回といろんなことで転びます。愛で転び、仕事で転び、いま考えている

その冒険でも転び、実現しようとしている夢でも転びます。でも、それには千と一回

立ち上がり、一からやり直す力があなたにはあります。

その道が実は一番大事だからなのです！

ゴールなんてありません。勝利のアークも、私たちを待ち受けている楽園も、戦争で

死んだからって待ち受けている側女なんていうのもありません。そこで終わった、そ

れだけなのです。あるのは別のものです。それはどんな状況にいてもこの短い人生を

フルに活き、人生を愛し、そのために戦い、人に伝えようとする美しさです。人生は

もらうだけではだめなのです。まずは自分の何かをあげることなのです。どんなにボ

ロクソな状態でも、必ず自分よりも悲惨な状態の人に何かを与えられます。

みなさま、私は若かった。１９４０年代、南米のスイスと呼ばれる国で勉強をしま

した。英国帝国にとって私たちは特権を持ったやっかい者でアルゼンチンのみなさん

と同じくとてもうまく行き、世界の権力ある国々の間にいても誇り高くいられました

。ラ・プラータ川は南米の中でも特殊な場所でした。

ヨーロッパ人のようにも見られ、一時期自分たちもそう思ってしまうほどでした。し

かしそれは妄想に過ぎませんでした。戦争の後に世界は変わり自体は変わりました。

IMFに借金をしはじめてしまったのです。それが私の青春時代でした。とても美しく高
いところから世界を見ていた現実が崩れ落ちました。高いところから落ちるのが一番

痛いのです。もともと下にいるのに慣れている人は断念できるのですが、上に行って

しまったら落ちるのは痛い。

ですので私はそういった上から落ち、顎を打ってしまった人たちで世界を変えようと

したムーブメントに参加していましたがフクロ叩きにされました。

夢を宥め、無産階級の独裁政権が階級の戦いの大事な解決になると思っていました。

各世代でのそういった過ちをしてしまいます。しかしその昔の内なる火がとても強か

ったからこそ今に至るのです。自分たちの犯した過ちを受け入れながら命という恵み

と寛大さにも気づきます。そして世界が物とお金と資源で溢れている中、人に車を貸

すことも惜しみ、貧乏人に手を差し伸べず、野良犬にご飯も家も上げないような、こ

んなにもセコイ世界は他にあるのでしょうか。神様に謝りたい。心を開き、間違って

でも人に世界に自分のすべてを捧げる青年達が恋しい。

若者たちよ、私はあなたたちに伝えたいのは昔の葛藤や昔の過ちの愚痴ではありま

せん。人生はずっと続く学びの場で、間違った道やお互いの足を踏んでしまう道です

。



しかし私たちを押した昔の要因がいまの時代にも存在し、資源と可能性に満ちた地球

にいままでにない富の集中、いままでにない貧富の差が見られます。人間は無限に良

くなっていく社会を作れるのだと信じています。歴史の深くに閉ざされた古来の社会

を勇気を持って見てみてください。

石器時代の人になれとは言っているのではなく、人間社会を守る為の寛大な精神から

学んでほしいのです。幸せになるための根本的なこと一番シンプルなところを理解し

実行するには他の人の命が必要なのです。個人は無です。

個人は社会依存していて、その社会の歩みこそが私たちの生活を永続的に豊かにして

いくのです。ですのでこの共同の動機をいまのこの歴史に立たせなくてはならないの

です。このラテンアメリカではこの動きに名前が付いています。お互いが寄り添って

、統合し、多様性を尊重する文化を活気付けるムーブメントです。それをしながら私

たちの隠された深い歴史も見せていかなければなりません。

これはしなければいけないことだし、政治的要求と次世代の若者の真剣な関わりが、

幸せに暮らしたければできることです。そのような、人生をかけられる活きたアイデ

ィアを提起してください。マーケットの奴隷になんて絶対にならないでください。

これからの世界は私たち次第です。そして我々ラテンアメリカ人はこの現実に遅れて

そして後ろからスタートしたからこそ、文明の最高の一面を見せなければなりません

。平和な南米大陸、公平な南米大陸、団結する南米大陸、生めれて死んでいくのが美

しい南米大陸、公平さにイエスという南米大陸、憎しみのない南米大陸、復讐を望ま

ない南米大陸、命の泉であるこの地球という惑星の創造性を守り人間という動物を尊

重する南米大陸でなければなりません。

あなたの存在にコンテンツを与えてください。このことを意識的にしないと、その内

容はまた新しいゴミを買うための月末の支払い金に変化してしまい、その悪循環には

まり、あなたの人生の最後の日まで続き、気づけば骨ひとつ上がらず記憶と生命力と

共にサヨウナラです。

コレアさん（コレア大統領）違います。若いのは一度きりですがそれは外観です。若

さだけでなく、鏡を見て現実に責任をもつ不遜さ、それは若くても、年取ってても、

中年でもできることです。世界を男、女、黒、黄色に分けてはいけません。いいえ！

２つのカテゴリーに分けます： やり通す人とそうでない人です。やり通すというのは
大義を抱きしめることです。

ですので私は出口の時間に近づいているとわかっています。どのようなときに死のう

ともうやることはやったのです。私はまだ死後の世界も神も信じることができていま

せんが、すべての宗教を尊敬します。なぜ様々な宗教を尊敬するか？病院で死に際に

いたる人たちに良質な死ぬプロセスを与える偉大なサービスを与えるからです。その

宗教を信じなくてもバカにすることはできません。尊敬しています。

宗教の正当性について考えさせられます。どの時代でもどの世代でもすべての歴史の

なかにもそして世界の隅々で人間はいつも何かを信じています。

人類ほど非現実的なものはありません。だからこそ死後の世界をも創造することがで

きるのです。人類が好きですし感嘆しています。宗教を尊敬しています。私もいつか

は土に還るか、みなさまの頭の上に飛ぶハトになっているといいですね。

エクアドルよありがとう！みなさまお元気で

ペペ・ムヒカ

参照元 Read the original here: http://hana.bi/2015/05/mujica-unasur-new-
speech/#ixzz3bCSWO6O2 
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https://www.youtube.com/watch?v=KRRgHHSUucs&list=RDyLnw-TVim5Q&index=27
紅蓮の弓矢 FULL MAD 

逃げろ、人類！

生きて活きて、生き延びろ…ッ！

　

 
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26日9:41
＞天国はいまここなのです！或いは地獄は今なのです！

＞人がより良い暮らしをするには、いま人生のために戦わなければならないのです。

＞不可能なことを可能にするには更なる努力が必要です。そして本当に負けてしまうのは腕を下

げ自分を渡し、諦めるときのみです。

＞平和な南米大陸、公平な南米大陸、団結する南米大陸、生めれて死んでいくのが美しい南米

大陸、公平さにイエスという南米大陸、憎しみのない南米大陸、復讐を望まない南米大陸、命の

泉であるこの地球という惑星の創造性を守り人間という動物を尊重する南米大陸でなければなり

ません。

…「あの時」、エイリスはまさに、こんなことが「言いたかった」んだよ…
…（＾□＾；）…

おまぬけにも、自分個人の恋愛沙汰に気を取られて、うっかり爆殺されちゃったけど。ね…☆

＞人類ほど非現実的なものはありません。だからこそ死後の世界をも創造することができるの

です。

ね！（＾＾；）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:47
＞若いのは一度きりですがそれは外観です。若さだけでなく、鏡を見て現実に責任をもつ不遜さ

、それは若くても、年取ってても、中年でもできることです。世界を男、女、黒、黄色に分けて

はいけません。いいえ！２つのカテゴリーに分けます： やり通す人とそうでない人です。やり通
すというのは大義を抱きしめることです。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:47
「カッコイイとは、こういうことさ！」

https://www.youtube.com/watch?v=KRRgHHSUucs&list=RDyLnw-TVim5Q&index=27
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505260930161470
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！（＾◇＾）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:48

amaちゃんださんがリツイート 

PassyKis @passykis 
· 5月14日 
アタマがどうかしちゃった国会議員、自民党・安藤裕

「行き過ぎた平等、規律なき自由というものが今この国を本当に壊し始めているんじゃないか」

平等、自由が今この国にあると思っている時点で「どこに目が付いている？」と突っ込みたい。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:50
…いま気がついたが、

ＪＯＳＥ、だね。ナマエ…（＾＾；）…☆

あれ？　「ジョゼ」（如是）…？　（＾＾；）

（だったら最高！ｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:13
ＮＯ！

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 13分 13分前 
TPP条約で何が起きるか？
ボリビアにおける水紛争

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%90%E6%B0%B4%E7%B4%9B%E4%BA%89
…
モンサント・ベクテルという世界企業に上水道権を売り渡した結果、住民は雨水を利用すること

さえ契約違反として罰金を取られることになった

http://cosmo-world.seesaa.net/article/216009028.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:26

amaちゃんださんがリツイート 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 6時間 6時間前 
奴隷であることも知らない

「家畜」たちの「家畜小屋」が

今の東京ですね。

今餌もらってれば、

あす殺されてもいいという
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「家畜」たち・・・
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リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－５

『　Ｇ Ｏ！　』
＝ 豪田 行 の 物語 ＝
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