


「磯原岳人は榎の彦とアナリの子」。　（2017年05月19日）

https://85358.diarynote.jp/201705191939156781/

めも。「磯原岳人は榎の彦とアナリの子」／そんで見事に「リ

ンク」してしまう「暗黒史」…⇒「札幌も１μSv/hあるときあり
ますもん。」

2017年5月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

ミッシングリンク

ようやく判明。

(^_^;)

そんで見事に「リンク」してしまう「暗黒史」…
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201312072036322760/

noriko @chezaso11年6月10日 
@cnvvlty @nyaotters 札幌も１μSv/hあるときありますもん。

mineto@waterprotection11年6月2日

今日正午、札幌市にある大通公園西１０丁目の芝生の上で、ロシア製のガイガーカウ

ンターで放射線量を１６回計測してみたところ、平均値は０．１４μSv/hだった（最大
値は０．２４μSv/h） 結構高い数値！！　雨には気おつけよう！

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年5月19日20:52
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「青銀の」ミルニ・マーリエ。

http://85358.diarynote.jp/201310210145304538/

めも。

2013年10月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

ミルニマ—リエ。

　＝ミ—ニエ・マリセの本名。

どうも「俺と好」改題「禁未来シ」は、ものすごく大幅に改構すうはめになるかもなならないか

もな…

「スペイン古語」を勉強しないといけないかもである…

？(・ω・;)(;・ω・)？

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年10月21日4:52

…どうでもＥが…

(∋_∈)

なぜ目が覚める…？

(-"-;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年10月21日4:54

寝たの３時頃だったのに…

(-.-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年10月21日5:00

北海道釧路市 ０.０４３μ

青森県弘前市 ０.０５３μ

それはともあれ。(-"-;)

いま喫緊の問題は、

仙台市で ９６４屁、
中心気圧 ９１０屁！(ΘoΘ;)

とか言うフザケタ数値の具合の悪さかも知れない…

(・ω・;)(;・ω・)

しかも列島直撃見込みらしい…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2013年10月21日19:05

「黄金の」イルー・レアーナ。

「青銀の」ミルニ・マーリエ。
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（一卵性双生児）。

　う〜ん、ほんとうにこのはなし、「二重螺旋」だな……ｗ



ジンタらムータを聴いていると、確かに日本とイスラエルは同族だ…☆　（2015年1
月22日）

http://85358.diarynote.jp/201501220055178972/

STAND with 【ＰＥaceＯＰＬＥ】, allways...
for/ever-green... !!
2015年1月22日 ★戦争反対★ コメント (4)

（MUSIC is MY opinion.)
https://www.youtube.com/watch?v=t-QE-9YhFZA
https://www.youtube.com/watch?v=5d_i2F2LlF8
https://www.youtube.com/watch?v=mLDKtUeYCwc

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
S ・Kuroda @kuroda06sayuri 
· 16時間 16時間前 
今回の安倍ちゃんのイスラエル訪問には26社の日本軍事関連企業の幹部が同行。イス
ラエルの軍事技術とIT企業と連携プレー… "

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
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BLOGOS編集部 @ld_blogos 
· 4時間 4時間前 
｢イスラム国」はしつこいようだが、一つの過激派の名称に過ぎない。だが、その名

称は、さながら｢イスラム諸国｣を代表しているかのような錯覚を受ける恐れが高い／

緊急提言：マスメディアは｢イスラム国」という呼び方を即刻変更せよ！(新井克弥)
http://buff.ly/1JbpxKt

ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama 
· 14時間 14時間前 
普通のムスリムとISISを同一視すること自体が完全に間違ってる、それこそオウムと日
本人全員を同一視するのと同じくらい間違えてる

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
カジポン @kajiponmz 
· 2014年1月1日 
NYタイムズに載った安倍氏の風刺画。歴史問題の地雷原の側でピョンピョンとホッピ
ングしている安倍氏。次にどこへ飛ぶのか予測不能。外国で安倍氏がどんな目で見ら

れているかよく分かる。RT 
https://twitter.com/kazukazu881/status/417445006602145792/photo/1

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
Yoshi Nagatsuka @epolard 
· 1月20日 
「日本が戦争に巻き込まれるおそれはいっそうなくなっていく」

こんなことも言ってたが、自分から巻き込まれに行ったバカ。

https://twitter.com/epolard/status/557525673850318848/photo/1

大事な歌だから３曲貼りました。

https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA
https://www.youtube.com/watch?v=BshYg5BWUE4&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=XKPYdmGKX54

おかわり！

https://www.youtube.com/watch?v=NJOyg6Fc518
https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8
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ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
宇宙からの使者 @hirochiyan 
· 17時間 17時間前 
安倍晋三が「テロと戦う」と発言しているが、安倍自身は戦闘には参加しないぞ。右

手にゴルフのドライバーを、左手に天ぷらを箸でつまみながら、官邸で命令するだけ

だぞ。△のマークが証拠だ 
https://twitter.com/S4SPL/status/557299380240138240/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=aReD50lgCnk
https://www.youtube.com/watch?v=FpQXJIyUmhQ

すべての武器を、鋳直せ楽器に♪

すべての罵倒を、紡ぎ直せ平和の歌に！

...I allways with YOU ALL.
https://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU

 
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22日1:53
私に英米語の読み書き力を与えてくれた日本国の教育制度と両親に感謝する。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月22日1:58
そして、ジンタらムータを聴いていると、確かに日本とイスラエルは同族だ…☆

（そのこと自体は悪いことだとは思わない。むしろ面白い。でも、
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　戦争と民族紛争、反対。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月22日8:32
どおりで昨夜？午前３時頃まで眠れなかったわけだ。(・_・;)

02時25分、釧路沖Ｍ５。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月22日21:22
山猫クロトの…もとい、
黒猫ヤマトのメール便が、

イキナリ廃止とな？(-_-#)

またバイトの案内業務の煩雑さが阿鼻叫喚になるうえに、

そもそも配達バイター達の転職はどうなる…(`ヘ´)
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アラブというより、北部インドのイスラム女性かな？　（2015年1月23日）

http://85358.diarynote.jp/201501231739061393/

ＳＡＬＡＭ alarm.（＾ｗ＾；）
2015年1月23日 音楽 コメント (1)

あらためまして、前項コメント続きです。

おばんでございます。

すでに朝５時ではなく１７：２１です。

（＾＾；）

さすがに「終日寝たきり提督」になるのはアレだったんで、１２時にがんばって起きだしてお昼

ご飯食べて、床掃除とトイレ掃除と、今日再配達を頼んでいた宅急便の受け取りだけは済ませて

、再び冬眠モード…

「寝ながら地力整体」で、首のゴリゴリをほぐして、音楽聴きながら熟睡して…

まだ怠いですが、まぁがんばって机の前に座ります…。（＾＾；）

さて、半分寝ながら音楽は「アラブ系」ＣＤとっかえひっかえだったんですが…

ＰＣ起こしてまず「Salam Aleikum」で検索かけてみたら…
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意外にトップに来るのはいわゆる「アラブ音楽」ではないんですね…
　（＠＠）

https://www.youtube.com/watch?v=Ldeqr-2He_E&spfreload=1
これはまぁわかる。れげぇの人は平和メッセージが大好きだ…

ちょっとびっくり。（＠＠；）

https://www.youtube.com/watch?v=7l3cP68Bu1Y

あまりいわゆる「敬虔なるムスリム女性」とは評し難そうですが…
アラブというより、北部インドのイスラム女性かな？

映像が美しいですね。石の特撮？は、どーやって撮ったんだろう…？？

https://www.youtube.com/watch?v=KtJHGhfGZhw
なんか笑える…ハンドレラって何？？

検索おまけ…
https://www.youtube.com/watch?v=FNiJslJEeMA

まぁ、この調子で、ＰＣでしばらく遊びます…

おっ♪　いい感じ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=ioMu-X5LdKU
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日17:42
なるほど！

SALARM
ＳＡＬＡＨＭ
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ＳＡＬＡＭ

…で、違う検索結果になるわけだ…ｗｗｗ



『　清峰　鋭 （きよみねえい／リレキセス・ジュンナール）の物語　1　』

『　清峰　鋭 （きよみねえい／リレキセス・ジュンナール）の物語　1　』　（＠1995.04.08〜
）　.
2006年11月30日 連載（2周目・最終戦争伝説）

　うちの主要キャラクター（？）のうちでは最長寿の部類ではなかろうか？　惑星・

地球の滅亡（文化・文明ではなく“星の”消滅だ★）を見届けているので、少なくとも億
単位で、同一の肉体（うつわ）を使って生存していたことになる。その旅の全貌……
なんてものは作者にだって謎のままである。はっきり言って知りたいとも思わない★

　

　

　惑星《地球》、西暦1900年代の終盤の生まれ。正確には人類ではなく、“半神人”に近いが、本人
がそれを知るのは成長して後のことだった。

　父親は普通？の人類（ひとぞく）である日本人戦場カメラマンの磯原岳人（いそはら・が

くと）。内乱中のアフリカ（もしくは中東？）奥地の岩砂漠において乗っていたジープごと地雷

を踏んで遭難した彼を、偶然（ではないが）発見し、興味半分で救ってしまった水霊の末娘（ア

トル・ウルワニ）が、岳人の精神の毅さに魅かれ、水の太霊である母親の意志に背く　　（人類

の数え方でいう西暦1900年代、2つの大戦とそれに重複した自然破壊の深刻さに怒った水の太霊は
、とうとう精霊たち全てに呼びかけて人類を滅ぼすべく行動を起こし始めていた）　　と知りな

がら、人類と精霊との新たな契約の証として創り出した生命（うつわ）である。

　磯原岳人は、近隣で活動中だったNGO『国境なき医師団』（たぶん☆）の看護婦であり、白の
一族の娘でもあった第5の（ミーニエ）マリセに救われて日本に戻り、後に植民者連合（コロニ
スツ）世界を中心として歴史に名を残した磯原清らの父親となる（これはまた別の物語である）

。

　水の末娘は、史上唯一の“水の息子”（アトル・ウルワー）の養育を、父親？の出身地である島
国の、山中の清浄な（水が豊富ではあるが海＝水の太霊の版図＝からは遠い）町に住む人類に託

すことにし、水の姉娘たちの密かな協力と加護のもとで、その子供は育つことになった。

　人界の用語？で言えば日本の長野（山梨かも）の田舎町のはずれにある、キリスト教会付属の

愛護園（孤児院）の玄関先で、生後まもない捨て子として発見され、その雨上がりの朝、町を見

おろす南アルプスの峰々があまりにも美しく峻険であったことから、園長によって“清峰 鋭 ”と命
名された。質素ではあるが愛情と信仰心に恵まれた穏やかな環境であった。

http://76519.diarynote.jp/200612012207370000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=4


　

　その当時（西暦2000年代初頭）、日本国における政治？状況は悪化の一途をたどり、いまだ表
面化はしていないものの、内部での武力によるクーデター（暗闘）の結果、『センター』と呼ば

れる軍事（研究）機関が、多大な権力を握るようになっていた。

　彼らは国民の総背番号化による動向の管理や、TVなど電子メディアへの介入（サブリミナル操
作等）による思想の統制・方向づけを図ると同時に、優秀な素質を持つ子供を集めて早期教育を

施し、次世代戦力の中核にしようという生体実験のプロジェクトを進行させており、その一貫と

して保育・幼稚園と小学校各学年における知能テストの普及強化が行われた。

　清峰鋭は、乳幼児のころから異様に泳ぎが得意で、水難事故にあっても平気で生還するわ、寒

中水泳に参加させれば何時間でも喜んで雪の降る海に潜っているわで、周囲の大人は少々肝を冷

やすが、それ以外では従順で善良な性格の、おとなしい（無口な？）子供として、むしろ目だた

ないように振る舞っている。早熟で高い知能と人格とを持っており、小学校低学年にして大人の

新聞を平気で読みこなし、園長名義で図書館から専門書を借りてきて読みあさるなどの芸当も、

誰に教えられた訳でもなく弁えていた。

　が、どうやらこれも謎の人物で、政治？の暗黒部分？の情報を、ある程度もっていたと覚しい

園長の忠告に従って、その発達した知性を外部には漏らさないよう、注意して行動する習慣を身

につけていた。学校のふだんのテストはもちろん、『センター』による統一知能テストでも、“や
や利口”以上の点をたたき出すことがないよう、計算して解答していたフシがある。

　しかし近所のマニアックな理工系の大学生と、ついうっかり“対等な”友人づきあいをしてしまっ
た結果、口コミでその存在が『センター』に知られてしまい、『早期教育プログラム』の対象者

として育った町から引き離されることになった。逆らえば園長の地位に圧力がかかり、つまり愛

護園のほかの子供たちが行き場を失う事になるという脅しを受けて、やむなく『同意書』にサイ

ンを取られ、泣き伏す園長に簡単な別れを告げただけで、鋭は『センター』さしまわしの護送？

車に乗せられた。彼本人の感覚から言えば、この時が、すべての“旅”の始まりとなっている。

　これに間一髪で間に合わず、地団駄を踏んだのが『朝日ヶ森』の行動部隊である小学部の子供

たちである。清峰鋭の天与の才については、『朝日ヶ森』関係者？である園長から早いうちに

報告？がなされていたが、息子同然に愛情を注いでいた園長が、できれば手元に置きたいと望み

、本人もそれに同意していた為、『朝日ヶ森』への編入は中等部以降という話になっていた（ら

しい）。が、『センター』の調査が身辺に及んでいると察知した『朝日ヶ森』が、しばらく迷っ

た後に迎えの部隊を出した、その一足違いで、身柄を拘束（ほとんど誘拐）されてしまった訳で

ある。

　

　この迎えの部隊の謎の行動にひかれて救出作戦に同行したのが、清峰 鋭 に淡い初恋？を抱いて
いた同級生（小学4年生）で、当時は事故で両親を失ったショックにより言葉を失くし（全完



黙症？）ていた楠木律子である。彼女には、その両親にからんだ別の物語において精霊族の不思

議との関わりがあり、その血筋と才を見いだされて、救出作戦の後、『朝日ヶ森』に編入の運び

となった。後の『朝日ヶ森』第？代理事長である楠木女史その人であり、清峰 鋭 の息子（アトゥ
ルヤー・アイラーヤム）を産んだ高原律子（たかはら・りつこ）を『朝日ヶ森』大使？として大

地世界（ダィレムアス）に送り込んだ、実の祖母であり養い親でもある。

　

　鋭は『センター』の北海道支部？へ護送の途中で、同じ車に乗り合わせた『朝日ヶ森』からの

少年スパイ？、燎野（リョーノ）と知り合う。実験体として『センター』に捕らえられた精霊族

の血をひく友人、ティシール・ティシーリアを救出する為に無謀とも思える『センター』侵入を

敢行した彼は、ティシールとの再会を果たした後、脱出に失敗して二人ともに落命した。

　

　この時、『センター』側の実験体として合成されながら、長じて実権を握る（少なくとも権力

闘争で互角に渡り合う）までに成長していた少女（コードネームは無津城（NATSUKI））が、同
年代の唯一の知り合いで、あるいは恋心が芽生えていたのかもしれない燎野の逃亡を助ける為

に『センター』を裏切る行動をとり、絶命させられた。

　

　彼女の生体脳を取り出して機械脳にリンクさせたものが後々『センター』の中枢頭脳としての

役割を果たすが、ナツキの亡霊？の意志によって、キーワード『リョーノ』を知るものなら誰で

も最優先で命令を下す事ができるという裏プログラムが付与された。

　（このプログラムによって杉谷好一・当時13〜4歳？が会田正行に命を救われてしまい、結果と
して23世紀の地球文明の命運を分ける事になった。また、このパスワードを知る者が21世紀半ば
で全滅？していた為、忘れられたまま消されることもなく存続しており、23世紀に入って再び杉
谷に活用されている）。

　

　この時の騒動に乗じて清峰 鋭 は『センター』からの自力脱出に成功したため、結果として楠木
律子と同行していた『朝日ヶ森』救出部隊とは行き違う。

　北海道は帯広南部？の川から下って海をわたり本州の北部まで？、ほとんど泳いで！（ほんと

ーか〜っっ!?）、逃避行を続けた彼は、さすがに体力？の限界を極めて行き倒れ寸前のところ、別
の目的で山中を移動していた『朝日ヶ森』の有澄真里砂（ありずみ・まりさ）（大地世界（ダレ

ムアス）での名称は皇女マーライシャ）らのグループに拾われ、何とか無事に『朝日ヶ森』へと

辿り着いた。

　そこで半年ほど休養を兼ねて学生として暮らした後、文系？である『朝日ヶ森』の姉妹校で、

スイス？にある理工系の『アロウ・スクール（仮称）』へ転校（国外逃亡）するのが本人の希望

であったが、直通の密航船が来るより早く、皇女であるマーライシャの迎えの魔法？に巻き込ま

れて大地世界へ抜けてしまった。この時、地球年齢で11歳ぐらいであった。



 



（ネタめも）「平田屋」（半田屋）

（１８日）（ネタめも）「平田屋」（半田屋）(‾ー+‾)ニヤリ
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元は善野の「峠の茶屋」的な。

名物媼が現役。

娘が杉谷良一と同級生で、初め善野市街に出店。次いでＫ市から全国展開。

以下次号ｗ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月18日15:37
大戸屋の品質管理で

半田屋なメニュー展開。

低額の短期寮と

奨学金で人材確保。(^_^)v

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月18日15:40
んで朝日ヶ森が潜伏するとｗ
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杉谷 良一 氏 ＝ナカノヒト＝_如是（ニョゼ）さん仮説ｗｗｗ

（１７日）（杉谷 良一 氏 ＝ナカノヒト＝_如是（ニョゼ）さん仮説ｗｗｗ
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たぶん確定ｗ(^。^;)ｗ
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年10月19日20:35
性格お茶目で楽天家。

経営上手で無敵のヒトタラシ。（＾＾；）

倫理より恋愛、

節度より快楽、

郷土愛より恋人命。（＾＾；）

でも浮気相手が何千人いても気にしな〜いｗ

ｗｗｗあら、ｗｗｗ

特徴を精査してみたら、確かにそっくり…ｗｗｗｗｗ

（てか、良一氏が名刺持って自己紹介しに来たんだも〜ん…ｗｗｗ）
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『　はじまるまえの物語　』（ Ｎ．Ｙ.　〜　Not Yet　〜 ）（2007.22.15.〜25.）

「おれは正しいのか？」　（…違う…ｗ）
2016年10月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
 
（07.11.15.）

　Ｎ．Ｙ.　〜　Not Yet　〜

　父の所有する複合企業の社用専用機でN.Y.郊外の空港におりたった時、コウの第一印象は「
臭い」だった…

（2007.11.23.）

『　はじまるまえの物語　』

　　　　　　　　　　土岐真扉

第１話　Not Yet. …N.Y.…

第２話　Naiad Yarning.

第３話　Never Yesterday.

第４話　Narrow Way
　Narrow Yard
　Need You
　Narrative
　Native Yellow
　Natural
　Nest Yard
　New Years
　　　　Nurse You.
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「　N.Y.　…Not Yet.…」

起　コウ、N.Y.に移住。療養。

承　コウ、日本で殺したこと。

転　コウ、「強くなりたい」。

結　「おれは正しいのか？」。

…その答えは、まだ出ていない…

　Not Yet.　（ＯＫ）

コウ、N.Y.へ。

トマトシチュー。

回想〜殺人。

（祖父母の死？）

「他の方法もあったはず」。

「強くなりたい」⇒「子ども兵器」。反対運動

反戦運動に興味。

ガードを手下化。

スラムに出没。

…そのこたえは、まだ出ていない…
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「 Not. Yet. 」
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