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「アルパカ狼さん」初登場〜？☆　（2015年1月2日）

http://85358.diarynote.jp/201501021228069320

医者の不養生。(^_^;)（違っ
2015年1月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

心のオアシスだった「ルーピン先生」が、お約束通りに(^_^;)一年で退職してしまわれた後の当直
交代要員として赴任してきたマダム・ポンフリーが、新年２日目にして病欠。(^_^;)

昨日から風邪声だったからなぁ…┐(’〜`；)┌

新たな心の潤いであると同時に、髪型と言動パターンが「うちの長女サキ・ラン」に似ている血

液Ａ型キャラなので…(^_^;)

いてくれないと暇な時にネタが拾えなくて淋しい(^_^;)

でも今日も守護天使ちゃんが隣でラッキ〜(≧ω≦)b
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月2日15:11
…暇ラヤ杉…ヽ（・＿・；）ノ

座ったまま即身成仏できそう…
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月7日12:48
マダム・ポンフリーは「水飲み被曝」らしい。（－－；）
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…まさに「不養生」…東電「事故」責任…（－－＃）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月30日15:46
　　↑

「アルパカ狼さん」初登場〜？☆
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最後にマダム・ポンフリーからパワハラすれすれの非常識かつ無神経なジョークを悪意
ゼロでカマサレてココロが瞬間凍結。　（2015年1月19日）

http://85358.diarynote.jp/201501192148204846/

終わり良ければ全て善し。(^_^)
2015年1月19日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (3)
吉凶縞模様な一日。

最後にマダム・ポンフリーからパワハラすれすれの

非常識かつ無神経なジョークを悪意ゼロでカマサレて

 
ココロが瞬間凍結したが、

帰りがけの東光ストアの新商品？最後の１個を半額で落手して

(^-^)g

しかもレジがお気に入りの庭師ギャムジー氏（仮名）だったし

(*^_^*)

なかなか美味しく歩き食して、バス停についた時には袋が空ｗだったし

最終バスにも余裕で間に合ったので。

(‾ー+‾)ニヤリ

浮き世の些末事は脳から消去！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日22:00
 
こってり淡白ショウガの効いたオトナ味で、
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キャベツざくざくごろごろの甘さと歯ごたえの

火加減がちょうど良かった。

o(^-^)o

このさい最近の岩見沢の

空間線量グラフは無視する〜…

…(^。^;)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日23:51
 
グリーンランドのＭ５の２連発がもはや末世…(‾○‾;)
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日0:03
 
それにしてもあれだけ隠然と？日本のいわゆる

「霊感霊力念動力持ち」全ての人生観に影響を与えまくった…
もちろん私σ(^◇^;)。を含めて…
 
平井和正の、このタイミングでの帰天。(・_・;)…

さぞかし、「逝く先案内人」として、超大量の魂を捌いて下さるに違いない…

近々に…

（グリーンランドが割れたら、

ポールシフトはカクジツ？！）
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マダムぽわんフリーが実話デスイーターだったりという恐怖体験。　（2015年1月25日
）

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

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

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

を知ったし、今回も、動ける限りの人たちは最善を尽くしてくれていると信じる。

悲劇は起こりうる。

でも、悲観はしない。

人類には、叡智の半面だって、あるんだ。

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

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

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

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

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

だね。考えられない。

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:42
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緊張と不安と苛々を無理やり抑え込んでいるせいで過負荷になり注意力散漫。

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:43
 
バス６分遅れ。

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:48
 
原典回帰！

とうぶん般若真経！(^人^;)
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

ツイッタ。

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日10:41
 
般若 心 経 …σ(^◇^;)。。。

いやマジ我が【心】の芯を

見失ってたんだねｗ

┐(’〜`；)┌
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大丈夫！まだ歌える！

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

ツイッタ。

マダムぽわんフリーが実話デスイーターだったりという恐怖体験。

（；‾Д‾）

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

…

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

トを拡大再生産する迷惑罵禍どもである。

まず滅ぶべきなのは、欺民盗と葬科学狂団じゃないのか。

おまえらが私の友人の友人を、恩人の弟子を、仲間の仲間を、そして私自身を。

事実無根に誹謗し、殺すのだ…
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

彼らが奔走してなおかつ救出できなかったなら、それはそれでもはや仕方ない。

殺されても、

彼らがけして「イスラム」を

憎まないことを知ってる。

私は常に弱者とともに立つ。
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つまり、ＧＡＺＡと共に在る。

　 ↓

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日15:12
 
恥を知れ。日本人。

せめて、我が身を恥じ、行いを自省することを知ってくれ。

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日15:22
 
「琵琶湖周辺に大気重力波」。
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昨日はりあるマダムぽわんフリーのココロナシ絶望的発言で魂が冷え切った。
　（2015年1月26日）

http://85358.diarynote.jp/201501260924415924/

Playing For Change.
2015年1月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０９：１３。札幌はぼんやり昏い曇り。

バイトは遅番。バス通勤の予定。

まだここに住んでるヤツは　↑

正気じゃねーよ！

…と、今朝は気分でこの曲…。
https://www.youtube.com/watch?v=mabrrOb9eX4

でもだめだ。ヒト（他者）の出現を待っているだけじゃ。

誰よりもまず自分自身が光りを放つ、光輝の人になるための努力をしなきゃ…

てことで、迷ったらマカハンニャハラミタシンギョウ！と心の中で叫びながら、
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今日も微力を尽くして、歌いながらホフク前進しますよ…。

https://www.youtube.com/watch?v=G9VCRthmif0
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

何度でも言うぜ。持てる全ての力を使って戦争

を避けるのが政治家の責務。

2015年1月26日 ★戦争反対★ コメント (11)
　

昨日はりあるマダムぽわんフリーのココロナシ絶望的発言で魂が冷え切った。

（－－；）

暖まろう！まともな人間だって、ちゃんといる！

ユリイカ(色々、何とかしたい)さんがリツイート 

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

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

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

最も罪がなく、弱い立場の人々なのだから。

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

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

事なツイートが多過ぎて驚かされる。

Tad @CybershotTad 
· 1月23日 
これには、返す言葉もない…。
https://twitter.com/CybershotTad/status/558752199350554625/photo/1
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魔法信二郎 yoshi.nagato @opknox 
· 1月24日 
日本政府から接触があったというマルワン・シェハーダ氏は、政府の対応を「遅か

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

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

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

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日9:51
さて。バイトに逝ってきます。（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日10:33
やっぱこのタイミングで

「人質」情報雪崩って、

フランスの「テロ」自作自演がばれそうになって

メクラマシにツカワレタという話？

…人間の命を何だと思ってるんだ…(`ヘ´)…いや、

…同じ人間と、思っていないのか…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日10:38
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千葉、揺れすぎ。(・_・;)

今頃セケンと一緒になって自分が正義のミカタ気取りで、

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

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

うん。

因果応報。自業は自得。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

通りすがり

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

を支払った国の人間は何度も狙います。この件についてはどうお考えでしょうか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日11:41
急激病的睡魔。

なんか来る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日15:53

「目的は金じゃない」と、

相手は最初から言っています。

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

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

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


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

すから。

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

っただけ。

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

でもしてくるが良いわ。

(`ヘ´)

イスラム教は基本的に「無駄な殺し」はしないの！

「剣かコーランか」脅して生かすのが、世界の「普通の国」の交渉術なの！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:02
よりによってニホン性腐が、

反政府的政治姿勢を明確にしている自国内「非国民」に、

２００億円なんて出すわけないのは、

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

値切り倒して泣き落として、

一人２０００万も取れれば相手は満足したと思うよ？

で、なきゃ、今になって後藤さんの人質交換なんて、言い出すはずがあるかい？

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

後藤さんに同情してるくらいだと思うぜ…？

（せめて和訳のコーランくらいは読んでからイスラム教の悪口を言え！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:13
ニッポン、罵禍すぎるッ！
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(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:21
地震が３時間止まってる。

激眠い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日14:13
〜０４９　６９６８．

＞０４９　７０６９．

　（＾＾）ｇ
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怪我したミミズクを保護したら、恩返しにネズミやヘビを狩ってきて家族に振舞うよう
になった。　（2015年1月27日）

http://85358.diarynote.jp/201501272133137868/

「赦しあい、信じよう」。

2015年1月27日 ★戦争反対★

終わりと言いつつ勝手にカーテンコールを２曲。

https://www.youtube.com/watch?v=7qSXoq2ZZbw
https://www.youtube.com/watch?v=wkn8mbTju7U

本日の「転載」作業まとめ。

http://85358.diarynote.jp/201501271508423586/
http://85358.diarynote.jp/201501271645493076/
http://85358.diarynote.jp/201501271820298065/
http://85358.diarynote.jp/201501271837101664/
http://85358.diarynote.jp/201501271937014377/
http://85358.diarynote.jp/201501272027232219/
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ぜんぜん関係ないおまけ…
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竜太朗 @RYUTARO_GAGA · 1月25日 
【感動】怪我したミミズクを保護したら、恩返しにネズミやヘビを狩ってきて家族に

振舞うようになった。

The owl that got to bring family to come hunt snak
「奥さん、朝ごはんですよ」

https://twitter.com/karapaia/status/523774323400523776/photo/1
http://youtu.be/el0dALb6HCw

https://twitter.com/karapaia/status/523774323400523776/photo/1
http://youtu.be/el0dALb6HCw


「日本式クリスマス」特集企画ｗ　（2015年1月27日）

http://85358.diarynote.jp/201501272122193507/

LOVE SONGS to/from my dear beter-SOUL-
half.　（Ofcorse I remember you.）
2015年1月27日 恋愛
　

（検索副産物とかフト思い出したものなどなど。

「日本式クリスマス」特集企画ｗだったんですが実行するヒマがなかったので、

今さらですがいわゆる愛歌とかいうやつを南極化…
もとい、何曲か、つらつら貼っておきます☆）

https://www.youtube.com/watch?v=jjY7A4kGWEk

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw&list=RDkV33oNQRDHg

https://www.youtube.com/watch?v=usHTgL7AQkU

https://www.youtube.com/watch?v=WGw8OPeLmd8&list=RDWGw8OPeLmd8#t=0

https://www.youtube.com/watch?v=jDJbZDsL26U

（おまけ）

https://www.youtube.com/watch?v=4Uyp3thj7fo
あ〜いっぱい踊れていいな〜…☆
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JUST ワイルド LOVE SONGS。 だぜぇ…ｗ　（2015年1月30日）

http://85358.diarynote.jp/201501300914289674/

JUST ワイルド LOVE SONGS。 だぜぇ…ｗ
2015年1月30日 恋愛 コメント (7)

（承前）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ljXFL4dyDIk
https://www.youtube.com/watch?v=8GcxJ8Py3Vo
https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY

https://www.youtube.com/watch?v=pHcZ1wPsJYY
https://www.youtube.com/watch?v=0MeRN3ulnaM
https://www.youtube.com/watch?v=7LHYBHUsn2M

https://www.youtube.com/watch?v=kj9drjxK3zI
https://www.youtube.com/watch?v=ZyLCgAcoRsY

おまけ。なのねｗ

https://www.youtube.com/watch?v=1yHgyu4Z6XM
https://www.youtube.com/watch?v=U4PVKctv6iM
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https://www.youtube.com/watch?v=JOIYLIgOY1Y
https://www.youtube.com/watch?v=gusHqE-9ekY

あ、時間切れｗ

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日11:18
前２つ追加してあるのでチェックプリーズ。

サウジアラビアでＭ４。

色々、揺れてるなぁ…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日11:33
「Ｍ２ 中規模フレア Ｘ線」
ツイッタ。

しばらく沈静化してた太陽表面が再び活発化。

紫外線だけでも

殺傷力がものすごい。

オゾン層はどうなる？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日15:54
Ｍ級フレアが連発中。

南半球の紫外線死骸が怖い量。

てか、南極の氷が熔けるッ！

(‾○‾;)

https://www.youtube.com/watch?v=JOIYLIgOY1Y
https://www.youtube.com/watch?v=gusHqE-9ekY
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日15:56
「有効求人倍率」がアガッテるとか言う数値上のトリックは、

「急死と病気退職が相次いでて働ける人数が激減している」

ってこと。だからね？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日16:02
ヨルダン政府はイイ勝負をしているらしい。(^-^)g

なにしろ「アラブ時間」だけに向こう３年くらいかかっても、

気にしないｗ

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日16:14
「帰国後 自殺した自衛隊員 ウラン地獄」
「雪は線量が高い」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日21:40
関東人口過密地帯直下Ｍ５級。

（；‾Д‾）しかも連発。

「分割払い」でなかったら、今頃すでに首都圏壊滅でしたね…

何故、間に合うあいだに逃げないの？

ソドムとゴモラの愚民どもは…

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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Someday I will REFIND YOU.　（2015年1月30日）

http://85358.diarynote.jp/201501302347534062/

Someday I will REFIND YOU.
2015年1月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

（またもや承前でｗ）

この曲は、とっくに「勝手に頂戴済み」ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=LatorN4P9aA
https://www.youtube.com/watch?v=twC6FvDubLk
https://www.youtube.com/watch?v=atxUuldUcfI
＞http://76519.diarynote.jp/200605242334530000/

これ増えてるからねｗ

＞http://85358.diarynote.jp/201501300914289674
「聴くべき人」は、聴いておいてねｗ

フロはいって寝ますぅ〜…☆

p.s.I love you.
https://www.youtube.com/watch?v=vg5vziU-qIs
 
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31日1:03
鳥取と高知で線量異常。

フクイチはまたもや無理やり煙トレ下げられているので、海洋汚染がますます悪化します…

http://85358.diarynote.jp/201501302347534062/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201501302347534062/
https://www.youtube.com/watch?v=LatorN4P9aA
https://www.youtube.com/watch?v=twC6FvDubLk
https://www.youtube.com/watch?v=atxUuldUcfI
http://76519.diarynote.jp/200605242334530000/
http://85358.diarynote.jp/201501300914289674
https://www.youtube.com/watch?v=vg5vziU-qIs
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201501302347534062
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


私のアタマがちょっとコワレかけてるくらい、むしろ当然だよね…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日6:26
フクイチの汚染を巻き込んだ低気圧の通過で道東の交通麻痺。

南アフリカ！(＠＠;)でＭ５！

どころかロイヤリティ島で…
Ｍ６Ｍ５が連発花火大会…

ヽ（・＿・；）ノ

どこだロイヤリティ島！？

(・ω・;)(;・ω・)
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「懐かしい火星」まで行ってやる…ッ　（2015年1月31日）

http://85358.diarynote.jp/201501310848055860/

拙速というか、「アバウトだぜぇ」…ｗｗｗ
2015年1月31日 恋愛 コメント (2)

昨日の「WILDカード」、
http://85358.diarynote.jp/201501300914289674
肝心のコレ貼るの忘れたｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=LgBxze0ye94

なんかもう色々連日凡ミス続発で。

たぶんかなり被曝で脳がコワレてる？？

（－－；）

まぁいいや。

「何度聴いてもイイ曲だ！」♪

と、「うちの長女」サキ・ラン＝アークタス

（設定として、元プロダンサー志望だった人）が気に入って、

＞http://76519.diarynote.jp/200705040331120000/
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「ペアスケートの振り付けとかしたい〜…！」と叫んでいるので、
https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY
この曲は、きっと「１３００年後の未来」まで、聴き継がれているでしょう…ｗ

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0

あともう一曲、最近のお気に入り♪

https://www.youtube.com/watch?v=z2iA3eqLDs8

ＴＭＮが復活！（再結成？）とかって、なんの冗談かと思ってたけど、ホントだったのね〜…（
＾＾；）

フクイチがものすごいイキオイでケム下げられていますが…

茶番だね。（－－＃）

「他へ拡散されてる」だけ。だからね…★

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M6.0】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 15.1km 2015/01/31 02:57:57
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1yfaES8 (USGS)http://j.mp/1wJaIbb

「かまいません、殺しなさい！」

（byリリーナ＠ガンダムＷ）と…

（＾＾；）

「自称：非暴力不服従直接行動／絶対平和主義者！」のくせに…

やけをおこして今スグ【地球人類殲滅掃討作戦】を、

https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0
https://www.youtube.com/watch?v=z2iA3eqLDs8
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始めたくなっているバカりすは、私です…

https://www.youtube.com/watch?v=I8N-GjwCoIo

うそだ。ぜったい１５０歳まで生きて、衛星軌道から地球を見下ろしてやるッ

てか、「懐かしい火星」まで行ってやる…ッ
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日8:52
とりあえずタイマー鳴ってるので、

バイトに逝ってきます…（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日0:59
あ、トリガの貼り間違え発見…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=I8N-GjwCoIo
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（２０１５年２月）（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年２月）

（上旬）
 



ぶきよう系。〜 just LOVE SONGS 〜　2015年2月1日

ぶきよう系。〜 just LOVE SONGS 〜　「どうしても、伝えたい気持ちがある」…。
2015年2月1日 恋愛 コメント (1)
 
（前項失敗で、ちょっと懲りたので、ベクレ脳を考慮して、タイトルも波浪ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=VEe0oHBUyqw
アリス　ぼくの想うこと

https://www.youtube.com/watch?v=GeHqiGVyZ1w
もしもピアノが弾けたなら／西田敏行

https://www.youtube.com/watch?v=52-kap_b2dg
きみと生きたい　大江千里

https://www.youtube.com/watch?v=NFFPE3oW1KY
ダンデライオン〜遅咲きのたんぽぽ／松任谷由実 Still

追加。（＾ｗ＾）

https://www.youtube.com/watch?v=eej2gITz7IM&list=RDYxxNafzT5No
若旦那 「伝えたい事がこんなあるのに」
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日9:00
札幌は雪予報を無視した晴天。

午前７時でマイナス２℃。

タイマー鳴ってます。

バイトは中番。バス通予定。
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BE LONG LIVE TO ... 返歌…？　2015年2月1日

BE LONG LIVE TO ... 返歌…？（＾ｗ＾；）　（頭がパラッパラッパーになります。）
2015年2月1日 恋愛 コメント (2)
 

元気に徒歩通勤でしたんですが。

頭のなかで延々「just wild heaven ♪」リフレインで歩いて
気分アゲアゲだったはずなんですが…

気が憑いたら（＾＾；）もとい、

気がついたらバイト中、頭のなかのリフレイン音楽がコレにすり替わっていた…
https://www.youtube.com/watch?v=GjmsBQbkwKw

しかもこの編曲、私、まだ聴いたことなかったやつだよ…ｗ
（ガンダムは元祖とＷしか観てないさ…）
（＾＾；）

返歌ですか、これはｗ

検索して、探しちゃったじゃないか、

頭のなかで響いてるのと編曲が同じやつ…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201502010039126088/
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あとこれも唐突にＢ面？で演奏してましたが…。
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=7ZUCzddEWRQ
（あ、これは編曲は別。昔ラジオで聴いてた版で流れてましたｗ）

テレパス返歌だね、君の…？（＾＾；）

んじゃ、返歌の返歌…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-2U
（これもアニメは３話くらいまでしか観てない☆）

おやすみなさ〜い…（＾＾）／

すなっきー @snyacky · 2時間2時間前 
放射線障害を、癌と白血病だけだと思っている方が多すぎます。被曝で、あらゆる障

害が起きますが最も多いのは、知能障害で程度の差だけです。

http://ameblo.jp/maimaikaimei/entry-11080073452.html …自覚がなくても、確実に被曝
の影響はでています。恐ろしいことですが、脳の異常はその脳が気付けないのです

sep12_bot @sep12_bot · 1月30日 
被曝で知能低下、回復不能になる

かにちゃんと世界線 @hunterkani · 1月29日 � 長野県 上田市 
@_wata1219 もしそれが改善されないなら気を付けた方がいいですよ。
自覚なくても思考力や判断力が鈍るんです。信じないと思いますが放射能の被曝での

初期症状が体調不良や知能の低下です。心の片隅にでも置いてもらえれば幸いです。

不正選挙監視団 @rigged_election · 1月27日 
発癌も被曝障害の最大の障害ではありません。最大の障害は、成人なら知能低下と性

格崩壊、意欲の減退です。被曝は、細胞死とDNAの変異をもたらします。これは、被
曝量と直線関係があります。中枢神経系は、再生しません。当然、脳の機能は低下し

ます。http://bit.ly/12YuqH4

ツワぶきヲ @araikotobuki · 1月23日 
日本の狂気は放射能による被曝症状でもあるのだろうか。

被曝すると脳細胞にも影響が出て知能や情緒に障がいが出る。
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https://www.youtube.com/watch?v=KEvBRncjZ28

25人がリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 1月27日 
「被曝国アメリカ」という本のなかに、米海兵隊で大規模な統計知能調査を行った

結果、1961〜63年生まれの集団は、他年齢に比べてIQが10以上劣ると書かれていた
もちろん史上最悪の大気圏核実験が続いた時期に生まれた子ども達だ

…うわぁ…＜（－－；）＞…

私、１９６４年生まれ…（ＴＴ；）

…どうせコワレルなら、「愉しい妄想」のなかに
耽溺して、雪崩れおちてやる…っｗｗｗ

Ugaya’s bot @ugaya_bot · 1月24日 
＜月経新聞ニュース速報＞福島で被曝して高度の知能を持ったカエル３５匹が入試に

合格していた問題で、東京大学の濱田純一総長は２日「少なくつも従来の法学部生や

工学部原子力工学科の学生より優秀であり将来が期待できる」と話した。 
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030201001752.html …

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日0:39
０　４９７　４９７　！

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=KEvBRncjZ28
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030201001752.html
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日0:55
Lulu__19 @Lulu__19 · 1月21日 
脳は思考だけでなく、下垂体のようにホルモンも作り出します。 被曝で甲状腺機能が低下し
ます。 そして、TSHの出も悪くなれば、ぶらぶら病です。 知能も低下します。 成長期の子供なら
、この影響はもっと顕著に出ます。 http
://bit.ly/12YuqH4

いいな @iina_kobe · 1月20日 
RT @TakaoMorimoto 『勘違いしてる人が多い。被曝は免疫力が低下する全身衰弱病。』
⇒ http
://amba.to/O9VdIH 
ミトコンドリアの細胞膜を選択破壊。

免疫力低下、持病の悪化。果てには癌。

知能低下、無気力症、頭がパラッパラッパーになります。
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ヒール履いて爪塗ったくった女、つう登場人物が、私の好みじゃないさ★　（2015年2
月1日）

http://85358.diarynote.jp/201502020000142685/

【ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ】（個人的、返信。）

　【＋大半のニホンジンのための、蛇足な補足

】

2015年2月1日 恋愛 コメント (1)

えぇ〜？　これ？（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=QkM4OlsVl7w

これはあんまし、そんなに好きじゃないよ。

いや、曲に文句を言うつもりはないけど、

ヒール履いて爪塗ったくった女、

つう登場人物が、私の好みじゃないさ★

ｗ（＾＾；）ｗ

ＴＭＮの最高峰ていったら、やっぱこっちっしょ！？

https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0
　SELF CONTROL
（探したけど、ライブ版はあんまいい演奏のがないね☆）

おまけ☆

https://www.youtube.com/watch?v=t9CpKVTYJw0
【 RESISTANCE 】

https://www.youtube.com/watch?v=0Ycd0__epdI
【 SABOTAGE 】

https://www.youtube.com/watch?v=FSZcT1lrJQQ
【 POWER 】

おやすみ〜♪　（＾＾）／

https://www.youtube.com/watch?v=52-kap_b2dg
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※大半のニホンジンのための、蛇足な補足。

「サボタージュ」

怠業。労働争議の１手段として、労働者が申し合せて仕事を停滞させ、能率をさげること。

＊フランスでは労働者が履いていた木靴を手にもって、機械をガンガンたたきながら意思表示し

たことに始まるという。日本では対象８年（1919）川崎造船所の葬儀に始まる。

…たんに「授業をフケル」ことじゃないのよ〜☆

…（＾＾；）…

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BA%89%E8%AD%B0#.E3.82.B5.E3.83.9C.E3.82.BF.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A5
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日8:58
つまるところ、アノ罵禍アベを「利用してる」集団の目的は、

「日本人の国外逃亡の意欲をそぐ」（テロの対象になるぞ！）

だけ？(-"-;)
だったりして…

そして密閉して、核テロ実験アウシュビッツのマウス兼奴隷の扱い。なんでしょうが…

罵禍すぎるッ(`ヘ´)

その前に地球が壊れるッ(ToT)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BA%89%E8%AD%B0#.E3.82.B5.E3.83.9C.E3.82.BF.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A5
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【霊界通信】…？（＠＠：）　（2015年2月2日）

http://85358.diarynote.jp/201502021848422694/

【霊界通信】…？（＠＠：）
2015年2月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

cmk2wl @cmk2wl 
· 2月1日 
【最重要】動物の大量死

2014年
http://www.end-times-prophecy.org/mass-animal-deaths-2014.html …
2013年
http://www.end-times-prophecy.org/mass-animal-deaths-2013.html …
2012年
http://www.end-times-prophecy.org/mass-animal-deaths-2012.html …
2011年
http://www.end-times-prophecy.org/mass-animal-deaths-2011.html …
黙示録は始まっている。 

https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E5%B9%BD%E4%BD%93%E9%9B%A2%E8%84%B1%E7%B3%BB&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
（googl　site:http://85358.diarynote.jp/ 幽体離脱系）

2014年8月30日 読書 

（前項ならびに前々項？参照。

　どうもこの異様な眠気は今晩あたり「幽体離脱系ボランティア」に借り出されそう

な気配。（－－；）

　昼間もバイトしてたのに夜間もボランティアかよ！

　（－－＃）

　どうも今晩のうちにかなり大勢、「船に乗せる」（三途の川を渡らせる）しなくち

ゃならない？らしい…

　わりとオトナシメの死者群のようだけど。

　（－－；）

　いったい、どこで何があった…？

（そのまえに私の正気のほうを疑ってよし！ｗ）

…「大量死」していた「魂」さんたちって…

「動物霊」だったのか…っ？？

　ｗ（＾□＾；）ｗ…

おまけ。

http://ochika2ki.tea-nifty.com/osusume/2007/02/r_05d6.html
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:49
画像が出てないけど、

画面右肩をクリック！

　（＾＾；）ｄ
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かほご系〜 just LOVE SONGS 〜 「おまえならできるから、がんばれ！」　（2015年
2月2日）

http://85358.diarynote.jp/201502021952321136/

【一曲追加】　かほご系〜 just LOVE SONGS
〜 「おまえならできるから、がんばれ！」　
2015年2月2日 音楽 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YcQ5MKN11dA
【鬼束ちひろ　守ってあげたい／松任谷由実】

（この曲（詞）は個人的に、

「エスパッション・シリーズの登場人物ヘレナ・ストゥールのテーマ」でもあるわけなんですが

…小学生の時？から…ｗ）
（でもヘレナっていま考えると思いっきり、「実わＸＸの転生前だったエリーとキャラがかぶっ

てる」な…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
【若旦那 / 守るべきもの】

すげぇすげぇいい唄、…！♪
　o（＾ｗ＾）o

https://www.youtube.com/watch?v=h0vQjS0jOOo
クリス・ハート - まもりたい〜magic of a touch〜

イイ男ッ！♪

https://www.youtube.com/watch?v=H9nPf7w7pDI
Whitney Houston - I Will Always Love You - Lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=MSKEOlWOytA
Celine Dion - My Heart Will Go On - With Titanic Pics - Plus Lyrics 

http://85358.diarynote.jp/201502021952321136/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=YcQ5MKN11dA
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
https://www.youtube.com/watch?v=h0vQjS0jOOo
https://www.youtube.com/watch?v=H9nPf7w7pDI
https://www.youtube.com/watch?v=MSKEOlWOytA


場外編。

https://www.youtube.com/watch?v=nI8JGWtVsA4
でも、死なないで。できれば…

おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=VVEL4J9fIUc

https://www.youtube.com/watch?v=hy8DwVEpyz8&list=RDYxxNafzT5No&index=10
【若旦那　月の光が俺たちを照らして】

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
中島みゆき「恩知らず」

https://www.youtube.com/watch?v=nI8JGWtVsA4
https://www.youtube.com/watch?v=VVEL4J9fIUc
https://www.youtube.com/watch?v=hy8DwVEpyz8&list=RDYxxNafzT5No&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg


遠距離＋身分差＋壁だらけ。… just LOVE SONGS to BELIEVE MY WAY..　（2015年
2月3日）

http://85358.diarynote.jp/201502031134217443/

遠距離＋身分差＋壁だらけ。… just LOVE
SONGS to BELIEVE MY WAY..
2015年2月3日 音楽 コメント (10)

（いかん。ハマったｗ　この遊び面白いな〜ｗ　…組み合わせ思いつくと、貼らずにいられ
ない…）
（※こっちにも一曲追加しました。http://85358.diarynote.jp/201502021952321136 ）

https://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
Billy Joel - Uptown Girl 

https://www.youtube.com/watch?v=zMoT61znNtg
DOWNTOWN BOY 松任谷由実　初音ミク

https://www.youtube.com/watch?v=4Ca1EJQ1bXE
WANDS ／世界が終るまでは 

http://85358.diarynote.jp/201502031134217443/
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https://www.youtube.com/watch?v=kUV3LH9GRa8
Orange Range - Kizuna 

https://www.youtube.com/watch?v=odcDaNOfRVM&spfreload=1
MONGOL800 Love Song

https://www.youtube.com/watch?v=8m9V5mLxB_g
Get Wild and LOVE TRAIN -EXTENDED MIX - TM NETWORK - 

https://www.youtube.com/watch?v=_hVaRiOPZLE
ブルーハーツTRAIN-TRAIN

https://www.youtube.com/watch?v=DRtY-Ndlrwg
【Just One Victory】single 7’ version -TMN-

https://www.youtube.com/watch?v=m6iHnuyHmho
琉球愛歌　[MONGOL800]

https://www.youtube.com/watch?v=XfxaWWk7t1I
花　 ORANGE RANGE

https://www.youtube.com/watch?v=ia1HWtcQLwQ
荒野より / 中島みゆき [公式] 

https://www.youtube.com/watch?v=hNYSQDbD4v0
My Way - Def Tech 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日12:52
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…自分で並べておいて、通して聴き直したら、我ながら完璧だぁ…っ！
…o（ＴoＴ）o…っと、感動してしまいましたｗ

しかも、「荒野より」で終わるつもりだったのに…

最後の「シメの一曲」は、今日、作業終了のつもりの寸前に、

「偶然」神様から

教えてもらった音楽なのでした…ｗｗｗ

　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

中学〜高校の頃、毎晩のように夢で視ていた

「私は被災地のはずれで

　遅ればせながらヨロヨロと避難していく

　命ぎりぎりの人たちに、

　一瞬の慰めと励ましとサツマイモを提供し続けて、

　そろそろ最後の一人が逃げたかと思う頃に

　リュックを背負って旅立つ」という、

ビジョン…

どうやら「ふかし芋」は「魂の栄養源」というメタファーだったようですね…☆

「きみならできるから、がんばれ！」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日12:53
栄養源ていうか…「救荒作物」…？

サツマイモ。

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


（もともと飢饉の餓死を食い止めるために日本に導入された滋養救貧作物）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日12:56
GO TO KENJI is never die ！

I know your smile and
believe your soul and luck !

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日13:32
「太陽風 高速」外出禁止！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日16:55
結局、音楽を聴いて貼って、

ツボ押しながら惰眠を貪る以外は何もしないで終わる３連休の２日目？　σ(^◇^;)。。。

まぁ丸二日も部屋から出ずこんなにのんびりしたのは一昨年の９月以来かも？だから、まぁ、い

いか…┐(’〜`；)┌

魂と魄には良い静養になってるので、「あと１００年は生きて火星と木星まで行く！」ためのメ

ンテナンス時間ということで…

(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日16:57
羅臼は凄いらしいが、

札幌は静穏です。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日17:11
札幌マイナス３℃。無風。
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ふと外界を確かめようと、

開けた玄関の真ん前、真東に、

見事に真ん丸で怖いほど鮮明なレモン色の満月。

ほんの数分前に北東のアリューシャンでＭ５が２連発。

ヽ（・＿・；）ノ

…なんかクルかなこれは…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日17:32
「ISISは元々CIAのほうが多い」
ツイッタ。もはや何が何だか…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日17:33
「ISISは元々CIAのほうが多い」
ツイッタ。もはや何が何だか…
(・ω・;)(;・ω・)

うわ、ＤＮＡ書き込めないなう

17時33分！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日17:39
「放射線牛乳のその日にひとつ目の癌細胞が生まれた」

ツイッタ。

http://85358.diarynote.jp/
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かい、ばい、ほいっ…あいこで、…補遺ッ☆　2015年2月4日

かい、ばい、ほいっ…あいこで、…補遺ッ☆
2015年2月4日 恋愛 コメント (3)
 

やや遅ようめございます。

０９：２９。

３連休の最終日。

昨日と一昨日は全く何にもしなかった（＾＾；）ので、

さすがに今朝はガンバッテ起きだして床の掃除だけはしました…
　いやちょっと（＾＾；）

　綿ボコリがね…★

札幌はマイナス８℃で快晴。

キリリとした快さの冬本番。

とりあえず雪祭の関係者は、

胃の穴が治りそうかな…ｗ

「かほご系」と「遠恋」のどっちにも入りそうでいて入れそこなった、

お気に入りの曲を貼りつけて、源泉に「銭湯出撃」してきま〜す…♪

https://www.youtube.com/watch?v=jjY7A4kGWEk
TM Network - GIRLFRIEND (1988.7.21) 

http://85358.diarynote.jp/201502041009099476/
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とにかくＴＭＮには若年時代の私の精神衛生が、

長年お世話になったという一大恩義がある。

（＾＾；）

だって、「自分には前世記憶と霊感？がある？？」

（それともこれって、妄想？　私って狂人…？？）
という恐怖と「孤絶」感を、

ＴＭＮがあっさり癒してくれたんだもんｗ

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
Still love her(失われた風景) -TM NETWORK

「生まれ変わり」を信じていて、それを明確に覚えていて、もがいているのはワタシだけじゃ

ない。

普遍的な、真実の、あたりまえの現象で、感情なんだ…

って、ね…。（＾◇＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=3YhmAdIi1rU
TM NETWORK - Here There Everywhere

NukoNukoBEAM @NukoNukoBEAM · 6時間6時間前 
【大地震】力の蓄積が震災前のレベルに戻った可能性…東日本大震災の震源である東
北沖プレート - 大地震・前兆・予言.com 
http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6528.html …
東北でM7とかなんだろうか？
それから関東なのかな？

違うだろうな

くまちよ @sonicdrum · 10時間10時間前 
【画像あり】噴火すれば人類滅亡の危機！『イエローストーン』が2週間以内に噴火す
る恐れがあると地質学者ヘスラー氏が発表 
http://tinyurl.com/kjegrg6

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
https://www.youtube.com/watch?v=3YhmAdIi1rU
http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6528.html
http://tinyurl.com/kjegrg6


Taka @Hatanaka810 · 2月2日 
アルゼンチンのメンドーサーサンルイスでM6.3深さ172.3kmの地震が発生!!　震源が比
較的深く周辺の地盤も固いため、震源から離れた広範囲で震度4〜震度5前後強震の可
能性も…　
http://j.mp/1wVYVX7 　#地震 #jishin

https://www.youtube.com/watch?v=LiVNmclarOE
TM NETWORK「ELECTRIC PROPHET」[PV]

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
「テロ」とか「戦争」とか、こういう文字ばかりを繰り返し見てると、だんだん心が

病んできそうだから、こういう画像は癒されます。RT"@bokete_pop 地震速報後 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562614616673353728/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=jyEIziHa7aQ
HUMANSYSTEM 

https://www.youtube.com/watch?v=fFj_jdBgJWo
TM NETWORK / KISS YOU

https://www.youtube.com/watch?v=DLZlDfjcr7Q
TMN / TIME TO COUNT DOWN

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日11:14
いや、ごめん。色々。
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反省してます。（＾へ＾；）

少なくとも、幾つかの

改善されるべき問題点は

自覚したッ（ーー；）

また、遇えたら、面白いことをいっぱいやろうよ。

近場で北海道独立闘争とか、

遠くでブラジル移民団経由、

月基地経由で、木星移民船に乗る？

とか…ねｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日12:54
「高速の太陽風 Ｍ１のフレア」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日17:44
腐った卵の黄身のような、

スプラッタ怪奇ホラーな、

満月が地平線から昇りつつあります…(‾○‾;)
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さきほど明晰かつとても大事な霊的メッセージを受け取ったのですが、　（2015年2月
4日）

http://85358.diarynote.jp/201502042227518981/

「超スゲェ楽になれる方法を知りた

いか？」...Can you find out only ONE way
god... ?／Insya Allah | هللا ءاش  نإ  نيز -  رهام 
2015年2月4日 ★戦争反対★ コメント (3)
 
ちょっと雑多な、頭の整理用のメモ。

さきほど明晰かつとても大事な霊的メッセージを受け取ったのですが、

それをきちんとマジメな文章で皆さんに伝える？

には、源泉かけ流しでゆだりすぎて、現在アタマ動いていないという…
　（＾＾；）

（そもそも、「マジメな文章」というものが、苦手だ…！）

まぁ前々項のラストがＴＭＮの「カウントダウン」だったので、

次はまず、ＴＲＦのコレしかないでしょ、みたいな…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=yCPLiwyfmeo&list=PL6D269218F5850E74&index=10
TRF / Love & Peace Forever

とりあえず、まず「宗教団体」というものについてほぼ外野席な私が、

現在の地球上の「宗教間戦争」とか、そういう事象について考える時、

まず立ち返るのが、「アノ玄奘だったら、どう言う？」みたいなあたりで…。
http://www.comicpark.net/cm/comc/detail-bnew.asp?content_id=COMC_ASG00316
http://celestial.s41.xrea.com/page3-m.suwa.html

https://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWltSIg
R.E.M. - Losing My Religion (Video) 

http://85358.diarynote.jp/201502042227518981/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201502042227518981/
http://diarynote.jp/items/books-jp/B002DEKW36/
https://www.youtube.com/watch?v=yCPLiwyfmeo&list=PL6D269218F5850E74&index=10
http://www.comicpark.net/cm/comc/detail-bnew.asp?content_id=COMC_ASG00316
http://celestial.s41.xrea.com/page3-m.suwa.html
https://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWltSIg


まぁ曲は。今たまたま拾ったやつで、

あんまり関係ありませんのですが…。
（＾＾；）

…いや、拾うにことかいて、
なにやら不謹慎そうな一曲を…☆
https://www.youtube.com/watch?v=pB2l6UESSyo&list=PLtKArKK2vi6RuoidaFe00fgWJUazukil-
Bad Religion - "Hark The Herald Angels Sing"

　ｗ（＾■＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=HJd-M7KwiUM
Fito Páez - Religion song 

どんどん脱線してます…

「ｇｏｄ」で検索したら

「パチスロアナザーゴッド」とやらが

トップに出ちゃう日本て…＜（〜〜；）＞…

https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs
God Will Make A Way - Don Moen Religious Song 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2prDB4ssZ-4
The Buddha Way

…「もとこれ同根より生ず。あい煮るなんぞ…
（ http://kanshi.roudokus.com/nanaho.html ）
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=6XQolX8WDzQ
Allah - 99 Names (Nasheed: Duff) 

https://www.youtube.com/watch?v=pB2l6UESSyo&list=PLtKArKK2vi6RuoidaFe00fgWJUazukil-
https://www.youtube.com/watch?v=HJd-M7KwiUM
https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs
https://www.youtube.com/watch?v=KfXIF2Mm2Kc
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https://www.youtube.com/watch?v=6XQolX8WDzQ


https://www.youtube.com/watch?v=_lDD_XvZ6L0
大波野神舞『四天王』（大名持神）

…（＾□＾；）…

いいじゃん！もう！みんな似たよーな神々なんだから、

「一緒に仲良く」で…！

わけわかめになってきたので、あえてこれを貼って逃げる。

https://www.youtube.com/watch?v=wecTNLdgYFM
【PV】最遊記 玄奘三蔵「般若心経」読経CD 

https://www.youtube.com/watch?v=lkjenKg543M
【PV】般若心経ロック

https://www.youtube.com/watch?v=vAcHx7Ci6Ng
【般若心経 超現代語訳】

https://www.youtube.com/watch?v=689-qust5AA
Le Roi Lion, il vit en toi - He Lives in You - Music by The Musical "The Lion King" 

https://www.youtube.com/watch?v=TF8sMYBD6IU
こねっと　YOU ARE THE ONE 

https://www.youtube.com/watch?v=lGawzJmbJTY
世界に一つだけの花　1万人の第九 

ぐだぐだのまま、時間切れで終わる…（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=5IIV8wxgERg&list=RDzzww64vPras&index=2
 
編集する
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日23:20
あ、画像が出てない（＾＾＃）

けど、漫画を右肩に貼ってます…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日23:33
ベネズエラ！（；‾Д‾）
中国！

トンガ！

でＭ５発震。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日23:36
とりあえず

ＴＲＦは

ＴＭＮに比べて、

そして世界水準としても、

全然ダメダメなフェイクな偶像だと判明。┐(’〜`；)┌

http://85358.diarynote.jp/
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とりあえず貼る。（－－；）　（2015年2月4日）

http://85358.diarynote.jp/201502050831552212/

とりあえず貼る。（－－；）

2015年2月4日 ★戦争反対★
　

とてもマジメな話なので、

あえてこの漫画を貼ります。

マジメな話だからです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（承前）

昨夜ここまで書いて、これ以上がどうしても書けません。

＜（〜〜；）＞

頭のなかではまとまってる文章のはずなのに。なぁ…

とりあえずコレだけ貼っておきます…

https://www.youtube.com/watch?v=8qJTJNfzvr8
George Harrison - My Sweet Lord - Lyrics

http://85358.diarynote.jp/201502050831552212/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063726622/
https://www.youtube.com/watch?v=8qJTJNfzvr8


（私信。誰ですか、こんな事態なのに、ＣＤまで買っちゃって鼻歌ってる人はッ）
　（2015年2月5日）

http://p.booklog.jp/admin/write/new/113059

You have control !
2015年2月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

パナマ運河と

ベネズエラで

Ｍ６級、連発！

（；‾Д‾）

（私信。誰ですか、こんな事態なのに、

ＣＤまで買っちゃって鼻歌ってる人はッ）

　（－－；）

地震マップ @eq_map 
· 12分 12分前 
【M4.5】CRETE, GREECE 10.0km 2015/02/06 01:17:46JST, 2015/02/05 16:17:46UTC
(G)http://j.mp/1DJhVNO (USGS)http://j.mp/1LQmc7M
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地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M4.3】OKLAHOMA 5.0km 2015/02/06 00:08:41JST, 2015/02/05 15:08:41UTC
(G)http://j.mp/1KiuoM9 (USGS)http://j.mp/16kDLM4

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M5.3】SOUTH INDIAN OCEAN 10.0km 2015/02/05 22:32:54JST, 2015/02/05
13:32:54UTC
(G)http://j.mp/1EIJSbZ (USGS)http://j.mp/1BXcisV

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M4.6】SOUTH OF PANAMA 10.0km 2015/02/05 16:42:53JST, 2015/02/05
07:42:53UTC
(G)http://j.mp/1DgVktX (USGS)http://j.mp/1zTmEPa

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M4.2】BULGARIA 10.0km 2015/02/05 15:16:46JST, 2015/02/05 06:16:46UTC
(G)http://j.mp/1zThy5L (USGS)http://j.mp/16rTvgG

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M5.0】TACHIRA, VENEZUELA 10.0km 2015/02/05 14:38:57JST, 2015/02/05
05:38:57UTC
(G)http://j.mp/1I65C49 (USGS)http://j.mp/1zTfV7V

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
【M6.0】SOUTH OF PANAMA 10.0km 2015/02/05 13:40:54JST, 2015/02/05
04:40:54UTC
(G)http://j.mp/1KfCAgj (USGS)http://j.mp/1KfCAgm

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
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http://j.mp/16kDLM4
http://j.mp/1EIJSbZ
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【M5.6】TACHIRA, VENEZUELA 10.0km 2015/02/05 13:21:49JST, 2015/02/05
04:21:49UTC
(G)http://j.mp/1uccbvO (USGS)http://j.mp/1BW5vQ7

地震マップ @eq_map 
· 19時間 19時間前 
【M4.7】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 43.3km 2015/02/05
04:32:02 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1BVlcaj (USGS)http://j.mp/1F7aOzL

地震マップ @eq_map 
· 20時間 20時間前 
【M4.3】SALTA, ARGENTINA 198.3km 2015/02/05 05:27:50JST, 2015/02/04
20:27:50UTC
(G)http://j.mp/1I3kYXm (USGS)http://j.mp/16ptGxU

地震マップ @eq_map 
· 23時間 23時間前 
【M5.2】MOLUCCA SEA 49.4km 2015/02/05 02:41:44JST, 2015/02/04 17:41:44UTC
(G)http://j.mp/1zS4L3k (USGS)http://j.mp/1F6pgaY

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日15:08
「十勝岳 噴火警戒レベル上がる」

フクイチ廃水。

プランクトン大量死亡中。
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http://j.mp/1F7aOzL
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まもなく酸欠が目に見える。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日15:27
ひとつ前向きなニュース。

日本人の海外移住がどんどん増えてるっ！

(≧ω≦)b

ガンバレみんな！

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


誰だひとのアタマを百円占い機の代わりにしてるやつ！(-"-;)／いいから、さっさと回
収しに来いッ　（2015年2月7日）

http://85358.diarynote.jp/201502070639389089/

剣山、磐戸開き。

2015年2月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

おはようございます。

和Ｍｅ、と出ました。

06時33分。
今日はバイト早番。

先日の霊視で滑り落ちてた巨大な岩盤は昨日の徳島で、

過日の異常な大雪と、

繰り返す高線量の雨（つまり海水の汚染による高温化が限界）

…いよいよ大龍様が、
うねりながら逃げ出す姿が見えます。

もっとも、霊視の時間感覚だとリアルタイムとは、動きの規模がでかいほどズレるので、

いつとは予告できませんが…

後悔のないように行動して下さい！
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ＢＧＭ：ＴＭＮ、

ＷＯＲＬＤ’s ＥＮＤ
https://www.youtube.com/watch?v=njZCCuPDbaY

…まんまですね…(^。^;)
（あとで貼ります。）

（※貼りましたが、悠宙舞にはイマイチいいのが無かった…（－－；）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

和まさ多、07時37分。
すでにバスの中です。

(^-^)g
アタマ完全に停止中で、夢遊病再発その他、人格カイリの前兆が「自覚できてる」ので、まだ大

丈夫でしょう、たぶん…。
(^_^;)

ついでに、「預かった言ば」を書いておきます。

【地球がルービックキューブ。

生き延びる鍵は「箱根細工」。

《ケルマディック号》が

海底崩落から生還したように、

小刻みに安全地帯を探して、

迷路を脱け出せ。】

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


…です。

各員、健闘を祈る！

 
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2月7日13:25
フォッサマグナ、来た〜ッ！

（；‾Д‾）

いよいよ大地溝帯が割れ始め。

大台ヶ原も揺れ始め。

…「龍神」系の土地は、
一斉警戒っ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日13:36
近いうちに岐阜の土岐。

埼玉県大宮、厳重警戒。

（てか、即逃げれ。）

諏訪も熱田も出雲も危ない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日13:39
私信。(^_^;)
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あ〜、聴こえてる聴こえてる。

いいから、

さっさと回収しに来いッ

　→σ(^へ^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日14:04
トルネード中央突破。

真ん中だけ一直線に抜ければ、その向こうが安全地帯。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日18:29
私信２。

なんで耳すま？(^_^;)
いや好きだけど。

その編曲まだ聴いたことない。

パイプオルガン風味？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日18:31
私信、別件。

誰だひとのアタマを百円占い機の代わりにしてるやつ！(-"-;)

３人くらい居るな？(-_-#)

とにかく合い言葉は「生存！」

説教は合流後にするッ(`ヘ´)
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とにかく困った時は一応私を呼んでみよう。　（2015年2月7日）

http://85358.diarynote.jp/201502072309177027/

時間軸、ちょっと先。（さらに！おまけ追加）

。

2015年2月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

「公的私信」まみれ。

１．

今よりほんのちょっと先の未来。

日本の南南東方面？

誰だ背中を負傷したやつ。

https://www.youtube.com/watch?v=MnqYwcuIjPM
Europe - The Final Countdown 

大丈夫だ落ち着け。

軟骨挫傷してるから半年くらい痛むかもだけど、骨と内臓はいかれてないから。

落ち着いて、少し後ろ（足のほう）ににじり動いて、

４５度ぐらい回転してみ？

http://85358.diarynote.jp/201502072309177027/
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おしりから抜けられる。

２．

他のみんなも！

とにかく困った時は一応私を呼んでみよう。（＾＾；）

今生、今まで前世で積み重ねてきた知識や知能指数の大半は、

持って生まれて来なかったので、使えないのだが。（－－；）

一応、「身内限定テレパス」（＋無制限無指向性エンパス）は、

かなりのところ不随意だけれども、使える。（場合もある。）

「私のことを覚えている人」が、私を召喚んでくれれば。

ちゃんと聴こえて、状況が視える。（場合もある。）

https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
Survivor - Eye Of The Tiger

何か手伝える場合もあるから。とにかく、

一応、呼んでみてくれ…。
https://www.youtube.com/watch?v=Kc71KZG87X4
Survivor - Burning Heart 

（＾＾；）＜アテになるかどうかはともかく…☆

３．

さっき「聴こえた」カントリーロードの、

編曲和音がきれいだったので検索中なんだけど、

悠宙舞では、まだ今んところ見つからないよ〜ん…☆

そのうち現物で聴かせて下さい。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=xELTfJ-ZVBc
Survivor - The Search Is Over 

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

https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
https://www.youtube.com/watch?v=Kc71KZG87X4
https://www.youtube.com/watch?v=xELTfJ-ZVBc
https://www.youtube.com/watch?v=YnzAO_MmMuY


これ編曲は近い？けど、楽器が違う。（＾＾；）

さっきのあれはオルガン？パイプオルガン？手風琴…？
（バンドネオンじゃないよね？）

https://www.youtube.com/watch?v=1vi-mhyKp2A
パイプオルガンで聴く壮大すぎるスターウォーズのテーマ

（ちょっと似てる音だけど違う。）

カントリー返し〜☆ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=bfU1E_1ayRg
【谷山浩子】 カントリーガール Country Girl 【M/V】

４．

八ッ場ダム起工式とか、ありえないから！

（－－＃）

ナガタチョウ、滅んでよし！

https://www.youtube.com/watch?v=A0sjeB6Iovk
Survivor - Desperate Dreams 

５．

大宮！逃げ！！

なるべく早く。

今ならまだ北西方面に抜けられる…たぶん。

北西、北北東、海に抜けて！

トンネルがだめなら、トンネル通気口保守用の業務道路が使えるはずだから。

車にバールとスパナと、なるべく頑丈な脚立はつんでいけ！

（いざとなったら歩け！）

https://www.youtube.com/watch?v=1vi-mhyKp2A
https://www.youtube.com/watch?v=bfU1E_1ayRg
https://www.youtube.com/watch?v=A0sjeB6Iovk
https://www.youtube.com/watch?v=lsjA2hf0Hrs


https://www.youtube.com/watch?v=lsjA2hf0Hrs
Survivor - Broken Promises 

https://www.youtube.com/watch?v=8a-hUP7kO3A
Survivor - Man Against the World

おっ♪　近い！

https://www.youtube.com/watch?v=ADD6GueeJ4w
TAKE ME HOME COUNTRY ROADS Yamaha PSR S900 

しかし時間切れ。

おやすみ〜…☆　（＾＾；）

音はこれが近かった。編曲は違うと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=BRd75sj4ENM&index=2&list=RDADD6GueeJ4w
Take me home, country roads • Tyros 4
https://www.youtube.com/watch?v=BRd75sj4ENM&index=2&list=RDADD6GueeJ4w

https://www.youtube.com/watch?v=8a-hUP7kO3A
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せつない。…just love songs... （2015年2月8日 ）

http://85358.diarynote.jp/201502082349043497/

せつない。…just love songs...
2015年2月8日 音楽 コメント (2)
 
なにもかもが四分五裂。（－－；）

精神も身体もアップダウンまみれ。

まぁこの際、眠くなるまで、恋愛歌でひと遊び。ということで…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=v10YMIzSU1k
万里の河 / CHAGE and ASKA

https://www.youtube.com/watch?v=cxtAqpVOAT8
河のほとりに　谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=zVP2EDpvPkA
悲しみの果て / エレファントカシマシ

https://www.youtube.com/watch?v=YhFA4X41rMo
星より遠い - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=018Wec54_00
去りゆく青春 大江千里

https://www.youtube.com/watch?v=rglAL5_wZl8
ムーンライトダンス　渡辺美里

https://www.youtube.com/watch?v=b6yRr1YG7Sc
長距離走者の孤独 大江千里

https://www.youtube.com/watch?v=vrw5OIlJk-U
リフレインが叫んでる／松任谷由実 Still 

https://www.youtube.com/watch?v=aQNC_rGzir0
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コスモポリタン　大江千里 

https://www.youtube.com/watch?v=vBnUvtIsxBI
ここにいるよ - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=52-kap_b2dg
きみと生きたい　大江千里

https://www.youtube.com/watch?v=WV7crJ5HMw8
谷山浩子／心だけそばにいる 〜HERE IN MY HEART〜 

https://www.youtube.com/watch?v=dX6DXgEJqQY
「空と君のあいだに」高橋優　作詞作曲：中島みゆき

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日1:04
エレカシはバージョンを換えましたｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日1:18
一曲追加☆

https://www.youtube.com/watch?v=vBnUvtIsxBI
https://www.youtube.com/watch?v=52-kap_b2dg
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「ベタあま」熱唱系。...just love songs...（2015年2月9日）

http://85358.diarynote.jp/201502090148346431/

「ベタあま」熱唱系。...just love songs...
2015年2月8日 音楽 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=kNDP06yyOa4
For You　尾崎亜美

https://www.youtube.com/watch?v=Wkdgiq46fzM
MONGOL800/あなたに

https://www.youtube.com/watch?v=FVYCF4TZGWM
渡辺美里 「Lovin’ you」

https://www.youtube.com/watch?v=RCB70i1e5Cw
モンゴル800「小さな恋の歌」

https://www.youtube.com/watch?v=FOY2ASBFFz4
My Revolution 渡辺美里

https://www.youtube.com/watch?v=qL8ZD1v0vN8
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KAN 愛は勝つ　ai wa katsu 

https://www.youtube.com/watch?
v=29ZNAIREeeY&list=PLJZzndOKd4tv1GgtfARoejGE54DzF56X4
中島みゆき「麦の唄」Covered by BEBE

https://www.youtube.com/watch?v=HnbdaycC9js
それが大事 ＆サプライズ 

https://www.youtube.com/watch?v=KuS_BTRPJvI
erica-「あなたへ贈る歌」

https://www.youtube.com/watch?v=gfNUBkirb70
ゆず　栄光の架け橋

おまけｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Xyyl35BKhZ8&spfreload=10
いつでも誰かが~平成狸合戦ぽんぽこ

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
戦場のメリークリスマス

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日2:44
頸が変につっぱって強張って寝れない

（－－；）と思ってたら、

やっぱり来てたね…★
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＞地震マップ @eq_map 
＞ · 3時間 3時間前 
＞【M2.9】津軽海峡 深さ109.7km 
2015/02/08 23:25:09 http
://j.mp/1D9NdPl



【悲しい恋の歌】 in A. 〜 just love songs 〜　（2015年2月10日）

http://85358.diarynote.jp/201502101641575059/

【悲しい恋の歌】 in A. 〜 just love songs 〜
2015年2月10日 音楽
https://www.youtube.com/watch?v=GJ6i5wVTb5A
異邦人　久保田早紀

https://www.youtube.com/watch?v=j0L1V9JXWYU
Sansizmu - Uyghur song

https://www.youtube.com/watch?v=M8-8cv8a6Bs
悲しいね - MISATO Cover #fanksfes - 

https://www.youtube.com/watch?v=gy9X8wSRCDU&index=70&list=PL6A88EBEB5A18D71A
Rashida Daud:-Uyghur qizi (Karaoke) 

https://www.youtube.com/watch?v=JxRO5h6LXhY
ずっと好きだった - 斉藤和義.wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=AY5LZopqyio
Maher Zain - Open Your Eyes | Official Lyric Video

https://www.youtube.com/watch?v=CQDVp3V22Xs
「さとうきび畑」　うた　森山良子

https://www.youtube.com/watch?v=BBif2s1SS1U
Maher Zain - Forgive Me | Official Lyric Video 

https://www.youtube.com/watch?v=5EvYjqUz_Wg
夏川りみ／涙そうそう 

https://www.youtube.com/watch?v=GBtgwLLBP3A
Paradise - Maher Zain (breathtaking scenes) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Bw1_2LhLlCQ
尾崎豊/卒業

https://www.youtube.com/watch?v=FKV2oeS4vw8
Sami Yusuf - Forgotten Promises

https://www.youtube.com/watch?v=ezibOjAgAns
風に立つライオン 

https://www.youtube.com/watch?v=FKRL_dc1zDg
Syria Song 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=jJeDfwtjeP0&list=PLNToneO-VXGVtTYNcHhPDnttfv7oBCscK
矛盾の上に咲く花　[MONGOL800]　歌詞付き

オマケ編。

https://www.youtube.com/watch?v=USqp94zVqlA
シリア　ロシア製武器の廃品利用　『Art of surviving』

https://www.youtube.com/watch?v=OuMzyMUxTJg
Yoshiyuki Fujii　サズ独奏 at 近江楽堂
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【悲しい恋の歌】 in B. 〜 just love songs 〜　（2015年2月10日）

http://85358.diarynote.jp/201502101318123885/

【悲しい恋の歌】 in B. 〜 just love songs 〜
2015年2月10日 音楽 コメント (4)
https://www.youtube.com/watch?v=vrGy1aGXYFc
PUFFY - Wedding Bell 

https://www.youtube.com/watch?v=IVU7_UEQCX8
리경숙 - 윤도현 // Arirang - Yoon Do-hyun

https://www.youtube.com/watch?v=JGJzLwtcxKM
会いたくて 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=PtM1mHJ-l9E
Korean Folk Song 물레타령 (North Korean Verison) 北朝鮮版 糸車タリョン 

https://www.youtube.com/watch?v=TBVVoOcYfPU
格好悪いふられ方　大江千里

https://www.youtube.com/watch?v=wL0t2PvXL0Q
Beyond - 情人(粵)MTV 

https://www.youtube.com/watch?v=FToWIAF_X2Y
bi rain sad tango HD

https://www.youtube.com/watch?v=pD8inU9xKk4
降央卓玛---多情总为无情伤

https://www.youtube.com/watch?v=YFMKjUmh-fM
無言劇 - アルフィー [1980] 

https://www.youtube.com/watch?v=kgiJyk83XmU
西海情歌- 降央卓玛 Jamyang Dolma
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https://www.youtube.com/watch?v=Z9OvNslgjGE
音妃_旅人の唄

https://www.youtube.com/watch?v=m5RKBtfoUJw
【每日歌曲 720HD】青海湖 Qinghai Lake （蒙汉双语） / 黛青塔娜 HAYA乐团 

https://www.youtube.com/watch?v=CgcYtlkLmP4
償い：さだまさし（歌詞つき）

https://www.youtube.com/watch?v=OCbzV0hjo70
チベット文化、花盛り （歌・ダンス）4　（店長推薦）

https://www.youtube.com/watch?v=peI2D-Abc2Y
無縁坂 さだまさし

https://www.youtube.com/watch?v=RjjmD-pAl-k
Close Yet Far Away - Tenzin Dawa Tsona

https://www.youtube.com/watch?v=NJOyg6Fc518
辺野古節 -ソウル・フラワー・ユニオン Soul Flower Union 

https://www.youtube.com/watch?v=0ySpqQReP34
Download Gang - I Love Tibet 

https://www.youtube.com/watch?v=iC7r4tHyo8g
被災地へ届け「がんばれ！メロディー」 ビルマの竪琴：旅愁・埴生の宿 

https://www.youtube.com/watch?v=n-eRtCMAjb0
ミャンマーの歌 �A Yaung Ma Soe Nae Nine One Ni Ni Khin Zaw 

https://www.youtube.com/watch?v=5aaz9YavQnM
埴生の宿 〜『火垂るの墓』より Home Sweet Home 〜 Grave of the Fireflies (PC cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=u_CoHOMtFSI
ミャンマーの歌 �

https://www.youtube.com/watch?v=ajgFKZr5nWE
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時代　みゆきっぺ

オマケ編。

https://www.youtube.com/watch?v=9uycawILVqc
ホルロアリラン ルビ入り (홀로아리랑) 

https://www.youtube.com/watch?v=kljmYOn0MiY&list=PLA94E2758CE04110B&index=5
上々颱風　土民の唄

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日13:44
…しかしアリラン入れると、そこですべてが「終了ソング」なんだよな…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日15:56
ごめん、途中からテーマが「大脱走」しやがった…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:28
STOPtheFOOL闘う亀ガメラJPN @kamezuki · 7 分7 分前 
@winnerLASTBOSS 北海道はK産党が知事選で独自候補を立てるのを断念したと。泊原発反対の
知事候補応援の為です。あまりにも酷い大間原発反対運動もあるし、中央から離れると覚醒のレ

ベルが違いますね。よい傾向です。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日21:53
しまった★

https://www.youtube.com/watch?v=9uycawILVqc
https://www.youtube.com/watch?v=kljmYOn0MiY&list=PLA94E2758CE04110B&index=5
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502101318123885
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がちゃがちゃ動かしてるうちに、すげぇいいやつ消しちゃった…★



【悲しい恋の歌】 in C 〜 just love songs 〜. …NO. I never paint RED, again ... Take
another way.　（2015年2月10日）

http://85358.diarynote.jp/201502101919028765/

【悲しい恋の歌】 in C 〜 just love songs 〜.
…NO. I never paint RED, again ... Take
another way.
2015年2月10日 音楽 コメント (6)

https://www.youtube.com/watch?v=_usCIhVcusk
『冬が来る前に』　紙ふうせん

https://www.youtube.com/watch?v=Gr5sXDgYt4g
Gulumcan - Kanun Solo

https://www.youtube.com/watch?v=dH_PAXHXFZw
【 秋止符 】 アリス

https://www.youtube.com/watch?v=W2WMBaclKxg
"Gülümcan

http://85358.diarynote.jp/201502101919028765/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201502101919028765/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150210/85358_201502101919028765_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=W2WMBaclKxg


https://www.youtube.com/watch?v=32OWOx3_xVw
白い冬【ふきのとう】

https://www.youtube.com/watch?v=1BJnO60zsQ4
Çeçen Kızı（チェチェンの娘 ） 2013　AEON　Lake　Town 

https://www.youtube.com/watch?v=xQJog0rs7Eg
ナターシャ・グジー Nataliya Gudziy - Itsumo Nando Demo (Always With Me) 

https://www.youtube.com/watch?v=SqkzngQmgY0
鳥籠姫 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=i2LUhclcY10
鐘の歌（ウクライナ賛美歌） 

https://www.youtube.com/watch?v=m9LdUhkf-pE
炎のたからもの / ボビー(1979年) 

https://www.youtube.com/watch?v=I0zBlHlnR4Y
The Rising of the Moon - Irish folk song 

https://www.youtube.com/watch?v=H2cB9nFiwws
玉置浩二 悲しみにさよなら

https://www.youtube.com/watch?v=oRdDnpkR3AQ
Mary Black - Song for Ireland 

https://www.youtube.com/watch?v=lF4iUt2IXOc
Utada Hikaru "Beautiful World" :Evangelion 1.11 Credits Song 

https://www.youtube.com/watch?v=HmwTYcDuyks
Cry of the Celts

https://www.youtube.com/watch?v=jO4iTmwxwHk
宇多田ヒカル -「桜流し」

https://www.youtube.com/watch?v=32OWOx3_xVw
https://www.youtube.com/watch?v=1BJnO60zsQ4
https://www.youtube.com/watch?v=xQJog0rs7Eg
https://www.youtube.com/watch?v=SqkzngQmgY0
https://www.youtube.com/watch?v=i2LUhclcY10
https://www.youtube.com/watch?v=m9LdUhkf-pE
https://www.youtube.com/watch?v=I0zBlHlnR4Y
https://www.youtube.com/watch?v=H2cB9nFiwws
https://www.youtube.com/watch?v=oRdDnpkR3AQ
https://www.youtube.com/watch?v=lF4iUt2IXOc
https://www.youtube.com/watch?v=HmwTYcDuyks
https://www.youtube.com/watch?v=jO4iTmwxwHk


https://www.youtube.com/watch?v=xLtJQlr3VxQ
HEIWAの鐘　【合唱】　歌詞付き　音質改善 

おまけｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=diU70KshcjA&list=RDBS0T8Cd4UhA
After Ever After - DISNEY Parody 

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:20
ちなみに、ＡＢＣは

Ａ　allah
Ｂ　budha
Ｃ　crist
…でした…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:20
今日はこの遊びと古資料をちょっと処分しただけで

終わってしまいました…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:49
かじゅ @kajyu_03_14 · 6時間6時間前 
韓国原発で放射能が少しだけ漏れる ⇒ 嘘でした ⇒ 当初発表により被曝線量が10億倍·放射能が18
倍増える by 韓国の反応 - ホル韓ニュース速報「改」 http
://buff.ly/1zYbFnN

https://www.youtube.com/watch?v=xLtJQlr3VxQ
https://www.youtube.com/watch?v=diU70KshcjA&list=RDBS0T8Cd4UhA
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502101919028765
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:56
泊原発の「せい」にしたがってる人がいるみたいだけど、

それだと

共和町（泊原発直近だけど、山の陰）より先に

稚内（風直撃）が先に線量上がってる説明がつかなくなるんだよ〜ん…。

【コワレテイルのは、韓国の原発】です…

風向き変わったら西日本は全滅？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:58
騒いだところで、まだまだ「富山県の半分」。

「今すぐ健康に影響はありません」。…

「可及的速やかに」国外逃亡！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日20:06
トルコとシリアで

相次いでＭ４！（；‾Д‾）
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（２０１５年２月）（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年２月）

（中旬）
 
 



ずっときみ以外は探してないのに、未だに合流できてないまま、こんな異常時代に突入
しちゃうんだもん…（2015年2月11日）

http://85358.diarynote.jp/201502110646257354/

【７７】．〜♪この世界のなかで、いつもきみ

のこと一番大切に思うよ〜、「君は君の言葉で

祈れ」。

2015年2月11日 恋愛 コメント (5)

おはようございます。

０６：２８．バイト早番。

あまり時間がありません。

とても気に入ったので、昨日神様から拝領したこの曲をもう一回♪

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）

私は歌うことが出来るし、

この世界のために、異世界の物語を

書くことも出来るよ♪

http://85358.diarynote.jp/201502110646257354/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502110646257354/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150211/85358_201502110646257354_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150211/85358_201502110646257354_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150211/85358_201502110646257354_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4


さて、昨日書き損なったことをメモだけして書き逃げです。

１．一昨日は要するに、白陵高校前で遭難（バス乗り間違いｗ）して、つるっつるの３D立体スケ
ートリンクと化している歩道（それでも除雪済なところが札幌！）を、森林公園駅の源泉まで歩

きましたとさ…ｗ
一度も転ばなかったし、いつかパタゴニアで氷河ツアーに行く時にも、アイゼンなしでアイスバ

ーンが歩ける自信がついたさ…ｗｗｗ

２．今日（１１日）の私は、７時（１９時）に、札幌大通り公園の西７番の舞台前（下）で、歌

って踊っている予定…。

３．えー、これ？（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=wbybkkD6sgY&list=PLoYX_Xp7-
tAQQg3H8YBJFvQdehQWfwXV7&index=2
と、一昨日、歩きながら思いましたです…☆
いやべつに嫌いじゃないけど。（＾＾；）

どこが気にいったんだ、

＞小さい少女、大きな夢

のあたりかな…？（＾＾；）
うん。

＞君の隣にいたい

よ…

ところで私の頭んなかでやたらと美麗に鳴り響いた、高音質でエッジの効いた高音部は、もしか

して私がまだ聴いたことのないバージョン？のようが気がします。デジタル・リマスタリングと

かいうかな〜？

（そのうち聴かせて下さい）。

ちなみに私が美里の曲で一番好きなのは、

今日のタイトルに歌詞を書いているこれです…。
（タイトル失念。悠宙舞上には良い録音が発見できていません…）

　（＾－＾）ｇ

う〜む、源泉の真下？で発震してるね…★

https://www.youtube.com/watch?v=wbybkkD6sgY&list=PLoYX_Xp7-tAQQg3H8YBJFvQdehQWfwXV7&index=2


　（－－；）

タイマー鳴ってるので、貼り逃げして終わる☆

https://www.youtube.com/watch?v=SI_VBauvAik&list=PLoYX_Xp7-
tAQQg3H8YBJFvQdehQWfwXV7&index=23
渡辺美里 死んでるみたいに生きたくない 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日7:39
 
いやまさか私だってこのトシになって公開の場でこんな恥ずかしい妄想？恋愛日誌をつづるハメ

になるたぁ思わなかったが、

なにしろＴＭＮや美里を聴きまくっていた１０代の頃から

ずっときみ以外は探してないのに、未だに合流できてないまま、こんな異常時代に突入しちゃう

んだもん…

ヽ（・＿・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日7:51
　

休日ダイヤだとバスがないので丸一時間早く着いたゃうところが笑える…┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日8:08

https://www.youtube.com/watch?v=SI_VBauvAik&list=PLoYX_Xp7-tAQQg3H8YBJFvQdehQWfwXV7&index=23
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大気中の酸素濃度が

下がり始めてる。(∋_∈)

息苦しく感じているのは、

私の体調のせいじゃない。

カタストロフが始まる。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日8:28
 
だいたい今生の私から妄想力を引いたら、あと何も残らん。

(-"-;)
なんだこの学習障害な脳ミソ。

(∋_∈)
無敵の演算処理能力なんか影も形も残ってない。(-_-#)

まったくもう…(-_-#)

相変わらず世界中で地震。

北海道の線量はほぼ復調。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日8:41
 
もう一人！(^_^;)
いじけてないで！(-.-;)
ちゃんと？

覚えてるから！

見かけたら遠慮なく合流しなさい！

　（他のみんなも！）
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【脳内麻薬】大全開ｗｗｗｗ　2015年2月11日

【脳内麻薬】大全開ｗｗｗｗ

2015年2月11日 恋愛
 
さて、免罪符がわりにｗ

https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU
FROZEN - Let It Go Sing-along | Official Disney HD 

コレ貼って、妄想恋愛日誌に戻ります…ｗｗｗ

え？何？先週の舞台写真見て、

http://85358.diarynote.jp/201502052033056307/
間違えて２丁目会場にいた？

（あるあるｗ）

ところで千ちゃん（大江千里）が気に入ったの？

いや、その選曲のココロは、解りやすかったけど…ｗ（＾□＾；）ｗ

その歌はタイトル分からない。（＾＾；）

あんど、

バイト中は、「余命数ヶ月」とか「吐血入院まで数日」とかのリアル被曝超過ディメンターやゾ

ンビ相手に、

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
Googleトレンド検索　東京都
頑固

意固地

話を聞かない

言うことを聞かない

会話できない 
https://twitter.com/cmk2wl/status/565398082742149120/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201502112301331365/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/items/books-jp/4086170019/
https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU
http://85358.diarynote.jp/201502052033056307/
https://twitter.com/cmk2wl/status/565398082742149120/photo/1


電話で精気や霊気を吸い取られまくりながら、

ネコナデ声でしゃべるのに「命懸け」なんだから…

（油断すると、ホント生気吸い取られまくって「とり殺され」ます…★）

お願いだから、その「サビの部分」を大音量で、

私の脳内に強制放送するのはやめてください…ｗｗｗｗ（＾□＾；）ｗｗｗｗｗ

うん。

なにしようぞ、くすんで。

一期は夢よ。ただ狂へ…★

もう一回、貼る。

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）

これは違う曲だよね…ちょっと似てるけど。
https://www.youtube.com/watch?v=QJ_5zT5EZc4
大江千里　GLORY DAYS　歌詞付
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
https://www.youtube.com/watch?v=QJ_5zT5EZc4


Nothing hurt.　2015年2月13日

Nothing hurt.
2015年2月13日 恋愛 コメント (5)
 
えーとまぁ、パラパラ書きますね…。

https://www.youtube.com/watch?
v=ww4B4UA9XwQ&index=4&list=RDb88pxLpMZKk
「遠く遠く｣　槙原敬之 

ちなみにこの漫画＞

http://ameblo.jp/med/entry-10022332313.html
カーター・オーガス氏も、ものすごく、

「私と似ている」気がするんですけど…

　（－－；）

とくに外科医バージョンの偉そう大王な時とか、

日ごろ「温厚そうな常識人」ぶりっこしておいて、

ぶち切れたあとの暴れっぷりとか、

ぐれたあとの全放棄ヤサグレ具合、とかが…☆
　＜（－－；）＞

まぁだからとにかく。

今生、「漫画を読むために生まれてきた」と断言して憚らない（＾＾；）

（部分もある）私ですが…

沢山たくさん、夜毎に読みふけっているので。

少しは学習したです。

「大切だと思ってる相手のことは、いつでも大事にしとけ」

とか、

http://85358.diarynote.jp/201502131607175092/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502131607175092/
http://diarynote.jp/items/books-jp/440361874X/
https://www.youtube.com/watch?v=ww4B4UA9XwQ&index=4&list=RDb88pxLpMZKk
http://ameblo.jp/med/entry-10022332313.html


「想ってることは、ちゃんと言葉と態度にして伝えとけ」

とか、

「不安にさせないのは、恋人の義務。」とかですね…

（いや、このへんは「パーム」シリーズじゃなくて、

主に「Ｇ-DEFEND」の西脇「外警班長」とかから
http://ja.wikipedia.org/wiki/G%E3%83%BBDEFEND
名言苦言集を拾いましたけどね…☆）

とにかく誓います。

二度と、何も告りも相談もしないうちに、

勝手に傷ついて悩んで煮詰まって、

一人で崖から（しかも目の前で！）飛び降り自殺とか、

そういうアホ過ぎるマネは、「やらかさない」と、誓えますので…（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=OOX1Sbb3FqU&list=RDb88pxLpMZKk&index=10
それが大事

もう一度、遇いたい。ですね…

これはどの漫画の名言だったっけな…

「全員助けるために、自分だけが死ねば済む」方法じゃなくて、

「自分もほかのひとも全員助ける！」道を、

探さなければダメだろ。

みたいな…（＾＾；）…。

難しいよね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/G%E3%83%BBDEFEND
https://www.youtube.com/watch?v=OOX1Sbb3FqU&list=RDb88pxLpMZKk&index=10


でも、これから、また、がんばってみるよ…。

https://www.youtube.com/watch?v=Hn06bmFS9rI&list=RDb88pxLpMZKk&index=11
槙原敬之-[僕が一番欲しかったもの ]-HQ 

（見なれると、この槙原クンも、けっこう「いい男」の部類だな…♪）

https://www.youtube.com/watch?v=IvDTkTKi5pA&index=12&list=RDb88pxLpMZKk
スキマスイッチ / 全力少年

「私に何かあったら、むしろ、

　あなたのほうが痛いのだ。」ということが、

全っ然！　解っていませんでした…

　＜（〜〜；）＞

すいません。重々、

反省しております…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=VwJruL9nBwQ&list=RDb88pxLpMZKk&index=14
ラブ・ストーリーは突然に - 小田和正

 
編集する

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日20:41

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
あなたは、自分が与えたものしか

受け取ることは出来ません。

人生のゲームは、

ブーメランのようなものです。

あなたの考えや行動、

そして言葉は、

やがて驚くほど正確に

自分に戻ってきます。

フローレンス・スコーヴェル・シン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日20:49

cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
利己的な人間は

自分を愛しすぎているのではなく

自分をほとんど愛していない。

彼らの行動は

過剰な自己愛の産物のように

見えるかもしれないが

実際は自信のなさに起因している。

利己的な人が

他人を愛していないのは事実だが

それよりもずっと

自分を愛していないことが

問題なのだ。

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日20:50

cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
奇妙なように思えるかもしれないが、

私たちが他人に認められようとするのは、

自分で自分を認めていないからだ。

ジェリー・ミンチントン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日21:01
０４９８８６０．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日22:27
…う〜ん…（＾＾；）

槙原クンに惚れそうです…ｗｗｗ

なんて「イイ男」なんだ…ッ♪♪

　（＾＾；）

あなたも、こんなふうに、歩いていてくれるなら、

いつか、かならず、同じ道で、逢えるよね…。
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NEVER　END.　2015年2月13日　（ひみつ日記　閲覧注意）

NEVER　END.
2015年2月13日 恋愛
 
（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM&list=RDb88pxLpMZKk&index=26
アンジェラ・アキ　『手紙〜拝啓　十五の君へ〜』 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
幼い子供がいて「内部被曝」が心配でと

気をつける親は当然、多いけど、それを気をつけていれば大丈夫という時代ではなく

なりましたね。子供たちが成長したとき「はたして、日本はどこに向かってるのか？

」ということを真剣に考えなければならない時代。その「方向を決めてる」分岐点

が「今」の政治。

内田樹 @levinassien 
· 22時間 22時間前 
日本の新聞やテレビだけを見ているだけでは世界で何が起きているのかわからない。

このメディアの機能不全について、メディア自身の危機感があまりに希薄です。日本

の外では何が起きているのか国民に「知らせたくない」のでしょうか・・・政府がそ

うなのはわかるんですけどね。

新聞読むな！小沢一郎・亀井静香日本救え！ @lllpuplll · 1月30日 
共産党支持者の皆さん。不思議だとは思いませんか。

「護憲」とか「９条」を絶叫するのなら、子どもたちのいのちを守る【移住】も積極

的に主張すべきですよね。

子どもたちを被曝で殺しても平気なのでしょうか。なぜ【移住】に否定的なのですか

。

https://twitter.com/doroboukamome/status/381975608692965376 … 

アマちゃんだ @tokaiama · 1月24日 
【注意】中国人観光客のビザ緩和、19日から開始へ！収入が少ない中国人も対象に！
安倍政権が数次ビザ発給の要件を緩和

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5294.html …

http://85358.diarynote.jp/201502132033145625/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM&list=RDb88pxLpMZKk&index=26
https://twitter.com/doroboukamome/status/381975608692965376
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5294.html


日本人が大量被曝死して人口減少するのに備え中国人を移住させて人口を維持してい

るように見せかけるのが安倍晋三の考え

Lady Baba @BabaJaga3 · 2時間2時間前 
(＞_＜)
「老人の介護をインドネシアの移民に頼むという趣旨なら、老人がインドネシアに移

住すれば丸く収まることになりませんか。」　

https://twitter.com/buvery/status/566059987026210816 …

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&index=27&list=RDb88pxLpMZKk
鬼束ちひろ - 月光 

忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 57分57分前 
・・・

ええっ

そういえば

国民総被曝政策と辻褄があってしまう・・・・

RT @k2cyan: 泊原発わざと故障させて
北海道まで汚染させてるのなら

Bo @agrinews_watch · 7時間7時間前 
「佐藤のりゆき支持派は当初道内で強い影響力を持つ『新党大地』だけでしたが、佐

藤氏が北電泊原発の再稼働に反対を表明、共産党が支援に動き出した。独自候補擁立

を断念しつつある民主党も支援に回る可能性が高い。大地の鈴木宗男代表の長女、貴

子衆院議員も民主で当選していますからね」（道政記者）

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
「鼻血は低い線量でも広範な粘膜が被ばくした場合は出ても不思議ではありません」

西尾正道北海道がんセンター名誉院長　http://bit.ly/1jwEHkI

99人がリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
泊原発周辺の線量はいまだにおかしい。

だれも北電に電話で聞いたりしないの？それはいいとしても、防護はしているの？

何が起きていても、すぐに知らされることはないんだよ？

https://twitter.com/buvery/status/566059987026210816
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&index=27&list=RDb88pxLpMZKk
http://bit.ly/1jwEHkI
http://www.mdose.tb.iij-ii.co.jp/radiation/hokkaido/weekly.html


http://www.mdose.tb.iij-ii.co.jp/radiation/hokkaido/weekly.html …

日本人を守りたい！日本人協會！ @prophet_eagle · 2月11日 
稼働していないはずの泊原発が2月9日積丹半島を通常の10倍の放射線量にした事件は
政府、北電、マスコミ、すべてが沈黙のまま、ようやく、北海道全域で上がった線量

も落ち着き、沈静化したが、恐らく、何も報道されず、このままなのであろう。地元

では一斉に小学生の鼻血を出す者が多かったという。

kenji @buick54aki · 2月8日 
死んで行くんです。放射能汚染地では、子供は５年、大人は２０年で死んでいきます

。今すぐ非汚染地へ移住を。http://bit.ly/17vCgVH ”
被曝

急病人

給食

水道水

セシウム

プルトニウム

ウラン

ストロンチウム

心臓 

岡山桃太郎 @momotaroh3 · 2月7日 
◆柏市死亡数過去7年で最高・仙台市死亡数1000人の大台突破【必読・拡散希望】
http://inventsolitude.sblo.jp/article/113051112.html … 
「ずくなしの冷や水」から。

◆被曝を防ぐには移住です⇒ https://okayama-life.jp

不正選挙監視団 @rigged_election · 2月5日 
チクチク刺さるような心臓の痛みがずっと続いている。左手がしびれ冷たくなる。早

朝になって生きててよかったと感じる毎日。初期プルームによる被曝の影響が最も多

いだろうが、仕事で東京に出張した影響も大きいかもしれない。東京から福岡に移住

して再び東京に出張とは…　悔しい。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2月5日 � 長野県 長野市 
.@hanakonene 本当は成人未満の子どもがいる家族は原発事故後の日本にいてはいけ
ないわけですが、移住‥逃げられない、‥やがて完全に日本から出られなくされるま

http://bit.ly/17vCgVH
http://inventsolitude.sblo.jp/article/113051112.html
https://okayama-life.jp/


でに、個々にあった解毒手段と吸引被曝を避ける生活を徹底するしかないです。

文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 2月1日 
日本での被曝がいやで移住しようと思ってた方も、移住も減るかもしれませんね。テ

ロが怖いから。鳥かごの中みたいに、日本の中に日本国民を逃がさずに入れるみた

いに、海外に行かせない為に？考えすぎでしょうか？RT@satoto_m: これで日本人の海
外旅行は減る。 @hanayuu

バタリーケージの卵を食べたくない！ @maypat0123 · 1月31日 
チェルノブイリでは外部被曝3ミリシーベルトで強制移住なのに、日本は20ミリシーベ
ルトの地域に人を住ませている。

kenji @buick54aki · 1月28日 
東京の大部分がウクライナでの移住義務ゾーン：55万5000Bq/m2以上である

https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI&list=RDiyw6-KVmgow&index=2
鬼束ちひろ - 眩暈 

地震マップ @eq_map 
· 29分 29分前 
【最大震度1】(気象庁発表) 苫小牧沖 深さ約70km M3.6 13日16時00分頃発生 
(G)http://j.mp/1zQN2ri (気象庁)http://j.mp/1CnpnM7

地震マップ @eq_map 
· 34分 34分前 
【M5.1】NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 10.0km 2015/02/13
15:40:03 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1vHLBvx (USGS)http://j.mp/1CnoS4F

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.7】根室地方 深さ135.2km 2015/02/13 11:36:19
(G)http://j.mp/1MhQFvJ (Y)http://j.mp/1Dnf273

地震マップ @eq_map 

https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI&list=RDiyw6-KVmgow&index=2
http://j.mp/1zQN2ri
http://j.mp/1CnpnM7
http://j.mp/1vHLBvx
http://j.mp/1CnoS4F
http://j.mp/1MhQFvJ
http://j.mp/1Dnf273


· 9時間 9時間前 
【M4.0】国後島近海 深さ136.9km 2015/02/13 07:38:03
(G)http://j.mp/1EhOC4W (アニメ)http://j.mp/17p9TQ3

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M2.7】襟裳岬南東沖 深さ20.2km 2015/02/13 03:16:10 http://j.mp/1FDuxr5

地震マップ @eq_map 
· 22時間 22時間前 
【M3.2】十勝地方南東沖 深さ97.6km 2015/02/12 18:57:35
(G)http://j.mp/19buPdS (アニメ)http://j.mp/1Ck97M3

地震マップ @eq_map 
· 22時間 22時間前 
【M4.5】KURIL ISLANDS 66.3km 2015/02/12 17:55:07JST, 2015/02/12 08:55:07UTC
(G)http://j.mp/1B13abm (USGS)http://j.mp/1IZr5MA

https://www.youtube.com/watch?v=K7rob0JVlfE&list=RDiyw6-KVmgow&index=6
Jupiter - 平原綾香

ころすけ @kurucoro · 11分11分前 
ふと気がつけば・・知り合いがけっこう海外に移住していた。当然だ。私もそうした

い気持ちはふつふつとある。でも金銭的なとかそういう現実的なこと以外にもなにか

が私をここにとどまらせている。 

archangel @worldpeace630 · 14分14分前 
繰り返し言うけど、俺は社会運動するつもりなんかサラサラない。反政府活動なんて

これっぽっちも考えてない。

頸部を治して、働いて貯金して、海外に移住する。それしか頭にないよ。

いっそのこと、『国外追放処分』にでもしてくれた方がどれだけ気楽なことか。

クローンさん @clone_b · 2時間2時間前 
まぁ、とりあえず、フランスに移住したい。あ、ハワイがいいかなぁ。ん〜暖かい所

がいい、１年中ずっと。かつ国外。だから、どこだろう。。。まぁいいかなぁ、とり

http://j.mp/1EhOC4W
http://j.mp/17p9TQ3
http://j.mp/1FDuxr5
http://j.mp/19buPdS
http://j.mp/1Ck97M3
http://j.mp/1B13abm
http://j.mp/1IZr5MA
https://www.youtube.com/watch?v=K7rob0JVlfE&list=RDiyw6-KVmgow&index=6


あえず、フランスかハワイに移住したい。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2月2日 
ごとう君は国を売ったのかもな。

http://twitter.com/ST0NES/status/562129790803533826 …
そんなこと想像もつかずテレビ見てるだけの日本人は

まもなく国外へ移住もできなくなる。

http://twitter.com/ST0NES/status/561819866466770944 …
またはじまるよ。戦争が。

http://twitter.com/ST0NES/status/561761571618037760 …

https://www.youtube.com/watch?v=eNWmY4-bUUY
高杉さと美 百恋歌

https://www.youtube.com/watch?v=I-BIxL7gyYE
安室奈美恵 Live NEVER END - Amuro Namie

https://www.youtube.com/watch?v=oNJl3rFfq8s
ワンピース　believe 

https://www.youtube.com/watch?v=62v85bFgoGE
ココロの地図

 
 
 
 
 
 
ひみつ日記

（閲覧注意ｗ）

…検索すると、悠宙舞って、ありとあらゆるものが出て来るなぁ…ｗｗｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=2NAnK3APQlg
Hyakujitsu no Bara (百日の薔薇, Maiden Rose) (2005) YAOI

http://twitter.com/ST0NES/status/562129790803533826
http://twitter.com/ST0NES/status/561819866466770944
http://twitter.com/ST0NES/status/561761571618037760
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https://www.youtube.com/watch?v=62v85bFgoGE
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きのうの返信。（付：「好みの異性」写真…ｗ）　（2015年2月13日）

http://85358.diarynote.jp/201502131505136633/

きのうの返信。（付：「好みの異性」写真…ｗ
）

2015年2月13日 恋愛 コメント (3)

脱線した本線から戻ります。

（＾＾；）これとこれの続きね。

http://85358.diarynote.jp/201502131131062590
http://85358.diarynote.jp/201502131218262409/

まず拾い物を１曲。

https://www.youtube.com/watch?v=b88pxLpMZKk
槇原敬之 - どんなときも。

えぇと、まとまらないので、昨日書き損なった私信から先で。

昨日の「送信」これだった？（編曲バージョンは不問で）

https://www.youtube.com/watch?v=31DFW_Fd0vA
TM NETWORK - NIGHTS OF THE KNIFE

http://85358.diarynote.jp/201502131505136633/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502131505136633/
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ないす選曲♪　ありがとう。

ちょうどバイトの８〜９時はヒマでヒマで、ぼ〜っとしてたので、

とても高音質の「脳内放送」は実にタイムリーでした…。

　♪（＾＾）♪

きみの耳のほうが私より音楽的に精細か、

聴いてる再生装置がうちの老兵デッキよりも高音質なのかな…♪

あとちょっと、ビジョン？が見えたけど、

もしかして今生のきみ、わりと「丸顔」？

（＾ｗ＾）

まぁ顔や体格がどんなに違ってても、「私を見つけて笑ってる」表情を見れば、判別可能じゃな

いかというのが、今んところ唯一の識別法のアテなんですが。

それにしても顔も名前も判らないでは、街角ですれ違ってても探しようがないので、

「どんな顔かな〜」と思ってたら、一瞬「視えた」けど。

わりと私の「好みのタイプの顔」？

（＾ｗ＾）ｇ

だったようで嬉しい。

ちなみに今生の私が主張する「いい男」って、

貼ってある画像のような顔のタイプで…。

平均的現代日本女性の皆さんからは、

何故だか？

生ぬるい微苦笑を頂戴してしまうんですが…

いいじゃないか！

「萌え」なんか、人それぞれなんだから…！



　ｗ（＾へ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=EjXOZocFjMk
MESSaGE / TM NETWORK [MTRツアー] 

いきなりすっ飛ぶ。

https://www.youtube.com/watch?v=tGbclQY65kI&list=PL58724B14428544C2
さだまさし　私は犬になりたい

敗者でも、歯医者でもなく…
ねｗ

https://www.youtube.com/watch?v=naz0-szzYXk&index=2&list=RDb88pxLpMZKk
槇原敬之 - もう恋なんてしない

…あ、耳が痛い唄だ…（－－；）…

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日15:12
ちなみに画像は上から、

　キング牧師

　札幌の上田市長

　中年版レオナルド・ディカプリオ

…ですｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月13日15:30
０４９８８３０．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日15:33
ちなみに若いころの「イケメン」な「ディカプリオ様」は、

好みじゃありませんでした…ｗ

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


妄想街道。〜アトカタモナイノ国〜（－－；）…★　（2015年2月14日）

http://85358.diarynote.jp/201502142217424795/

【一曲アンコール追加♪】　妄想街道。〜アト

カタモナイノ国〜（－－；）…★
2015年2月14日 恋愛 コメント (5)

さて。笑いころげた腹をなだめて、

今朝の続き

http://85358.diarynote.jp/201502140652592392/
に戻りますよと。

（＾＾；）

今朝の「脳内送信」ＢＧＭってこれ？

https://www.youtube.com/watch?v=LHcAtHaC2s8
きみが壊れた 谷山浩子
　↑

いや、コワレタのはワタシじゃなくて、チェルノちゃん…★

それともこっち？

https://www.youtube.com/watch?v=5PkWMeb8HAE&list=PL2F86081EE7A8A5E8

http://85358.diarynote.jp/201502142217424795/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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片恋の唄 - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=JGJzLwtcxKM&index=64&list=PL2F86081EE7A8A5E8
会いたくて 谷山浩子

ご丁寧に超高音質のピアノ和音フル演奏で（＾＾；）

送信してくれてどうも〜…★
…（＾＾；）…

悪いけど、こういう「自己満足」的に「後ろ向き」な、

自己充足の薄昏い【濃い】唄って、あんまり好きじゃないんだよ…★

（－－；）

（なので、前に聴いた時は最初３０秒くらいでぶち切っちゃったので、

「なんとなく聴いたことある」くらいの記憶しか残ってなかって、いま、探してます…）

　…ｗ（〜〜；）ｗ…

どうせ「暗さ」を追求するなら、もう本当にこのくらい、ドド〜ン！と、

逝ってみるとか…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=-d4MEvkJ9cw
森田童子 - 孤立無援の唄 (Doji Morita - Koritsu-Muen no Uta) 
（あれ？もっと暗い真っ暗いバージョンのは…無いかな？）

せっかく谷山浩子を「脳内送信」してくれるなら、この場合、こっちを選曲していただきたい…
ぜひ。（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=lWe83iXYX3A
谷山浩子　おやすみ

…いや、通勤途中の朝だったね…。（＾＾；）

あっ！　違う！　見つけた！　この曲？

https://www.youtube.com/watch?v=HmBP5SPdbbI
アトカタモナイノ国 - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=JGJzLwtcxKM&index=64&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=-d4MEvkJ9cw
https://www.youtube.com/watch?v=lWe83iXYX3A
https://www.youtube.com/watch?v=HmBP5SPdbbI


…うわ…（＠＠；）…初聴き…

すげぇ…、「今の地球とニッポンの状況」に、ぴったり…？★

う〜ん。でもどうせ朝っぱらから脳内送信なら、景気づけに楽しくこれとかで…
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=bt-Q3M4vIQ8&index=61&list=PL2F86081EE7A8A5E8
エッグムーン - 谷山浩子

ちなみに私のベストオブ谷山浩子はこれです。

（＾＾）

https://www.youtube.com/watch?v=qwiOb_qbhNQ
寒い夜に・・・ 

もう３５年ぐらい？

へこんだ時の復活ソングにしている…。

せっかくなので、おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=wQFkhjf38GY&index=55&list=PL2F86081EE7A8A5E8
再会 - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=K8IxNik9xj4&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=74
風になれ - みどりのために

さらに蛇足。

https://www.youtube.com/watch?v=NfOpidG9jwo
みんな夢でありました　森田童子 

しかしながら、放射能ごときにオトナシク殺されてやるワタシじゃないんでね…★

https://www.youtube.com/watch?v=CGOxvlHBZPo
仏の顔もIt’s Alright - 上々颱風ShangShang Typhoon feat. 初代桜川唯丸 

https://www.youtube.com/watch?v=bt-Q3M4vIQ8&index=61&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=qwiOb_qbhNQ
https://www.youtube.com/watch?v=wQFkhjf38GY&index=55&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=K8IxNik9xj4&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=NfOpidG9jwo
https://www.youtube.com/watch?v=CGOxvlHBZPo


（ＣＤ版のほうがおすすめｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=Ae3IXGtfkm0
愛があるから大丈夫 - 上々颱風Shang Shang Typhoon

https://www.youtube.com/watch?v=QcwfJjrWpAw&index=8&list=RD27YRNn7vZbE
上々颱風(Shang Shang Typhoon) - 愛より青い海 (Blue Sea Than Love) 

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日22:38
…あ、ごめん。（＾＾；）

そういえば、きみはこの件に関しては、らしくもなく、一度いじけると果てしもなくて鬱陶しい

のであった…ｗｗｗｗ

もうめんどうくさいから、さっさと迎えに来いって…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日23:06
…安田講堂が、フクイチに視えるのは、気のせい…？？

　ｗ（－－；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日23:36
それにしても本当に【変】の一言だよ？

チェルノブイリの直近でＭ７地震があったのに…

https://www.youtube.com/watch?v=Ae3IXGtfkm0
https://www.youtube.com/watch?v=QcwfJjrWpAw&index=8&list=RD27YRNn7vZbE
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502142217424795
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


ツイッターすら、どんどん消されていて？

まったく…

情報が…

無い。（－－＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日23:37
徒然陵奈 @slaughtdoll · 17時間17時間前 
ロシア 地震で検索したけど、一切情報が出て来ない。けどどうやら、地震が起きたのは真実ら
しい、今朝3:59分頃に。ロシア、ウクライナ、ベラルーシの三国の国境付近で。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日23:41
floccus @floccus_ · 15時間15時間前 
#地震 ▼2月12日 アルゼンチンM6.7 ▼2月13日 ＮＺでクジラ２００頭打ち上げ、神奈川厚木で
竜巻、阿蘇山 (中岳第一火口)で連続的に噴火を継続 ▼2月14日 大西洋中央海嶺M7.1、ロシア‐ウ
クライナM6.8、台湾M6.2

pocopapa @GHTJ40S · 2月10日 
フクシマの影響は大した事ないって信じたい人がまだいるようだけど、たった１基を何千何万人

もの犠牲ののち半年で石棺化したチェルノブイリでさえ奇形児がバンバン生まれ住めない土地

になっているのに、それが４基もあって収束はほぼ不可能って言われているのになんでフクシマ

だけ大丈夫なのかな？

その石棺が、たぶん地震で壊れた…んだよ？
（－－＃）

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


０．（妄想恋愛系「論点整理」の前フリ）。　2015年2月19日

０．（妄想恋愛系「論点整理」の前フリ）。

2015年2月19日 恋愛 コメント (3)
 
https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
TM NETWORK / JUST ONE VICTORY 

（「１」を先に書き始めていたのですが、

ハナシがばらけてしまったのでこっちを先に増殖。）（＾＾；）

んで。

昨夜は早々から【幽体離脱系ボランティア】に駆り出されまして…

海の中で、何万体いるのかわからない巨大な魚群がまるごと、

少し苦しんでからあっという間に絶命…していくのを…
みんなで輪になって取り囲んで、

「お出迎え」と「送り出し」（すでに地球上には受け入れ生体容量がないので、別の次元？か別

の惑星に、例外的超長距離送迎です…）…。

なにしろ「仮死状態」クラスで爆睡してるわけで、霊界往復の副効果？で心身は浄化されまくり

。さらに昨日、源泉かけ流しで「出トックス」もし過ぎたようで…

（＾＾；）

午前１時過ぎ、ふと目を覚ましたら、うっかり、

「脳内麻薬様物質」まで、全廃棄してしまっていたらしく…

「妄想系」の「気配」がすべて「感じとれなく」なっていたので…、
（００；）

…やっぱり全部すべてユメマボロシ、私の脳内が「準創造」した「妄想の被造物」にすぎなかっ
たのか…（＞＜；）…

と、全世界を否定したくなりましたが…

（＾＾；）

（「ストレス」が「妄想エネルギー減」なのは間違いないので、

「手におえない問題」ストレスが足りなく（＾＾；）なって

「頭が醒める」と、…

「理性」は当然、幻覚だの妄想だのの実存を全力で否定にかかって、

「現実的」かつ「冷静」に、

「リアルな社会生活上の問題に対処せよ」…と、指令を発してくるわけですが…）

しかしだね。（＾＾；）

ただの妄想なら、私の「生存」を、

少なくともモノゴコロついて「ここは地獄だ！」と気が付いた

御年わずか５歳のミギリ（－－；）からだね…

支え続けてくれるほどの、エネルギーとリアリティーが、保ちえる？ものでしょうかね…？

小島 郁子（こじま いくこ）『2008』（第6巻）に登場。40歳。「コンビニ店員惨殺
事件」の犯人。勤務先のコンビニエンスストアで同僚を含む4人を殺害し、事件後に自
宅で自殺した。要介護者の父親を抱えており、仕事と介護を両立させていたが、虚言

癖や少女趣味があり、周囲の評判は芳しくなかった。父親の事が原因で婚約解消され

た過去を持つ。若い恋人との痴情のもつれから、犯行を犯したものと思われていたの

だが…。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86_%E2%80%95%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E2%80%95

どうかお願いです。神でも紙でも悪魔でも。

これがすべてただの「私の脳内にだけ存在するマボロシ」に過ぎないものであるならば…

こんなに美しく切なく、幸福な「夢」を…

ただひたすら「信じていられる私」ほど、幸福な存在仕様はありません…。

お願いです。

「夢なら、醒まさないで下さい。」

（＾＾；）

一生…

このまま。

信じたままで、生きて、

http://85358.diarynote.jp/201502190938017077/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502190938017077/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4592145364/
https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86_%E2%80%95%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E2%80%95


信じたままで、幸せに、死んでいきたいです…。

https://www.youtube.com/watch?v=bUB_duuQY5c
TM NETWORK / I am（TM NETWORK CONCERT -Incubation Period-）
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日9:57
ちなみに青木より、

「岡部のおっさん」のほーが「私の好み」だ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日9:58
ここに貼るのは「ナルニア国物語」の『銀のいす』でも、良かったんだけどね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日9:59
貼ってある曲の前後は入れ替えました☆

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bUB_duuQY5c
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502190938017077
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妄想爆走〜大脱線ｗ　（追記あり。）　（2015年2月13日 ）

http://85358.diarynote.jp/201502131131062590/

妄想爆走〜大脱線ｗ　（追記あり。）

2015年2月13日 恋愛 コメント (3)
 
さて、実は昨日のネタだったんですが、何故か？

バイトの往復とも歩いてしまった（計５時間超？）ので、

久々に「体が疲れ」て、ＰＣ画面に辿り着く前に

寝床に直行してしまいました…。

（＾＾；）

（健康！）

そして、ぜひとも貼り付けたい本があったんですが、

ＤＮさんの弱装な検索機能では引っかからなかった…ｗ

普通検索で貼りましょう。

これなんですけどねｗ　＞

http://booklive.jp/product/index/title_id/266758/vol_no/001?
mkwid=0ePjABey&pkw=%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%20%E6%BC%AB%E7%94%BB&pmt=b&pdv=c&utm_campaign=search_womenscomic&utm_source=yahoo&utm_medium=cpc

へ〜、アニメ化もされてたんだ…。
（＠＠）（知らなかったｗ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86_%E2%80%95%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E2%80%95
（霊によって…じゃなくて、例によって「ぶくおふ１０８円コーナー」で集めているので、まだ
全巻は読み終わっていない…☆）

…えぇまぁ…（－－；）

何が言いたいかというと、「知ってる人」なら一瞬でご理解いただける？

とは思うんですが、非常に

「身につまされる」キャラでして、この（画像の）人…ｗ

何がって、王様で暴君でワガママでコワレかけてて繊細（？）で、

きれっぱなしで「取扱要注意人物」の、性格とか言動とかが…

＞興奮すると手当たり次第に物を投げたり、自傷行為をする癖がある。

　＜（〜〜；）＞　

…「前世の私に」…★

ちょうどこんなカンジ…？（－－；）
https://www.youtube.com/watch?v=dsUXAEzaC3Q
Michael Jackson - Bad

…まぁ、「記憶にある」（？）かぎりの「前世の私」って…、
（「何となく覚えている」だけでも何十回も？「人間やりなおし」してますが…）

自分の限界とか周囲の「常識」とかが全然わかってなくて、

いつでも「全力以上疾走」だったんで…（－－；）

娯楽小説だの他人の恋バナだの、読んでる余裕もしゃべくってる環境でもありませんでしたので

…
（－－；）

今生、「人間として」やり残しの課題の最たるものが「人間関係」っていう初歩の初歩…（
－－；）…☆

（これ再履修しないと「人間卒業」が…（霊的進化として）…できませんのですが…）

https://www.youtube.com/watch?v=Ym0hZG-zNOk
Michael Jackson - Beat It 

「当然」貼る…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=ZcJjMnHoIBI
"Weird Al" Yankovic - Eat It 

あははははｗ　誰だこれ作ったの…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=zn82QiEec2g
Eat It / Beat It Comparison - Weird Al / Michael Jackson 

…いや…（〜〜；）…
https://www.youtube.com/watch?v=xo74Dn7W_pA
Weird Al Yankovic "Amish Paradise"  - Bohemia Afterdark 

いいじゃないか。他人の価値観とライフスタイルは…
ほっとけよ！　それが「紛争」の始まりなんだぞ…！？
https://www.youtube.com/watch?v=vLV3vT_r7_o
A montage of Hofesh Shechter Company’s performances 

気分直しｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=PBYFREnH32g
Les Ballets Trockadero de Monte Carlo 

https://www.youtube.com/watch?v=gsgACwdWCV0
Ballets Trockadero 
美ケツだｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=23MdOu9nm4I
LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO

https://www.youtube.com/watch?v=VLcKX1f9tnM
STREET BATTLE Les Twins VS. Bones The Machine+Pee Fly VS. Laura+Boubou | YAK FILMS 

どんなダンスを選ぼうと、人それぞれの好みだろ？？

…こんなのまで流行ってるのか…
（＠＠；）

https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI
The World’s Best Parkour and Freerunning

…「危ないからやめなさい」と言いたくなるけど…

http://85358.diarynote.jp/201502131131062590/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502131131062590/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150213/85358_201502131131062590_1.jpg
http://booklive.jp/product/index/title_id/266758/vol_no/001?mkwid=0ePjABey&pkw=%E7%A7%98%E5%AF%86%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88 %E6%BC%AB%E7%94%BB&pmt=b&pdv=c&utm_campaign=search_womenscomic&utm_source=yahoo&utm_medium=cpc
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86_%E2%80%95%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E2%80%95
https://www.youtube.com/watch?v=dsUXAEzaC3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ym0hZG-zNOk
https://www.youtube.com/watch?v=ZcJjMnHoIBI
https://www.youtube.com/watch?v=zn82QiEec2g
https://www.youtube.com/watch?v=xo74Dn7W_pA
https://www.youtube.com/watch?v=vLV3vT_r7_o
https://www.youtube.com/watch?v=PBYFREnH32g
https://www.youtube.com/watch?v=gsgACwdWCV0
https://www.youtube.com/watch?v=23MdOu9nm4I
https://www.youtube.com/watch?v=VLcKX1f9tnM
https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI


…（＠＠；）…

これ、「復員兵の社会復帰のためのリハビリ」に、使えないかな…？？？

かなりのとこ「命懸け」だけど、

「他人をけして傷つけることなく」

「自分の命をスリルにさらせる」よね…。
https://www.youtube.com/watch?v=QDqrFwX87pY
Falling Is Living - Rilla Hops - Parkour | Freerunning 

痛い痛い痛い…ｗ（－－；）ｗ

でもね。なんとか、「彼ら」が、これから苦しむであろう毎日のなかでも、

「平穏な生活」に、戻れる「着地点」を見つけてあげないとね…
https://www.youtube.com/watch?v=lzCaA6IazFA
MY FAV BEST SOLDIERS COMING HOME MOMENTS 

中東「ベテランズ」によるハリウッド【スタント師団】派遣会社とか作って…、

映画のなかでだけ、平和な「戦争ごっこ」をしていられる、ように…。

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日11:41
０４９　８８００ｗ

（＾ｗ＾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日13:21
すいません。画像に釣られて大脱線ｗ

したので、ラブネタの続きは後ほどｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日14:11
いや、BEAT IT を貼ったのは、一応、

「紛争当事者でなく、調停者になりたい」って、

「意味」はあったんですが…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=QDqrFwX87pY
https://www.youtube.com/watch?v=lzCaA6IazFA
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502131131062590
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妄想爆走〜大脱線ｗ　その２．　（2015年2月13日）

http://85358.diarynote.jp/201502131218262409/

妄想爆走〜大脱線ｗ　その２．

2015年2月13日 ★戦争反対★ コメント (1)
 
（前項末尾の続き）。

ごめん。脱線したまま突っ走ります…ｗ

どうせ「大部隊を率いて難しい指揮をする」なら…

こんな「大舞台を率いて楽しい」仕事がしたいね…来世では…。

https://www.youtube.com/watch?v=m_SfjG3DjYo
Sis n Bro World Peace Dance Flashmob, Moldova, Chisinau

ほら♪

女たちが「こんなこと」をして、「身の危険の心配が無い」なんて…♪
https://www.youtube.com/watch?v=71mvhsYBPwI
Summer Dance Flashmob Sis n Bro,Moldova! 

「平和と相互尊重」の…モデルケースだろ？
　（＾ｗ＾）ｇ

（「おっぱいメロン」嬢がすごいね…ｗ）

あ♪　スペイン語が解る♪

https://www.youtube.com/watch?v=dsbDUnTuW4s
Dance for Peace

「平和のためのダンスパーティー」

「愛してる♪　踊れ踊れ！」

http://85358.diarynote.jp/201502131218262409/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201502131218262409/
https://www.youtube.com/watch?v=m_SfjG3DjYo
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https://www.youtube.com/watch?v=dsbDUnTuW4s


…こんな街に棲んで、こんな
暮らしがしたいな…♪

ほら。「理想の世界」が、ここにある…！
https://www.youtube.com/watch?v=L_uTUDDiWYY
Dance around the world for PEACE with Matt 

https://www.youtube.com/watch?v=CyCfqIbEM7Q
EU Children of Peace 2014: Dance for Peace

もう二度と。

殺されたくない。

殺したくもない。

拷問されて、苦しみぬいたすえに死ぬのも嫌だ。

敵を斬首して、遺族が哭き伏す前で立ち尽くすはめになるのも嫌だ。

私は、生きたい。

生かして、生かされたい。

生きて、歌って、愛して、働いて…

生きて、死にたい…。

https://www.youtube.com/watch?v=JjyLkXjK69I
"I see you in me" A song for Global Peace & Unity 

https://www.youtube.com/watch?v=sO2o98Zpzg8
GRATEFUL: A Love Song to the World 

このようにね。

老いて、死にたいね…。

https://www.youtube.com/watch?v=L_uTUDDiWYY
https://www.youtube.com/watch?v=CyCfqIbEM7Q
https://www.youtube.com/watch?v=JjyLkXjK69I
https://www.youtube.com/watch?v=sO2o98Zpzg8


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日20:46

cmk2wl @cmk2wl 
· 2月12日 
君が 100年生きるなら
僕は、その 100年の 1日前まで生きていたい。
A・A・ミルン

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


これきみの脳内送信？(^_^;)　（2015年2月14日）

http://85358.diarynote.jp/201502140652592392/

あした地震が起こったら…
2015年2月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

あらためまして、おはようございます。

０６：３０のタイマーが鳴っちゃいました。

バイト早番で、道路状況不明なので早めのバスに乗る予定につき、もう時間がありません。

ダッシュで情報チェックのみ。

まず曲。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns&list=RD4gLEzKPEwvo&index=19
アーバンギャルド - あした地震がおこったら

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

地震マップ @eq_map 

http://85358.diarynote.jp/201502140652592392/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502140652592392/
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· 1時間 1時間前 
【M5.9】TAIWAN REGION 25.3km 2015/02/14 05:06:32JST, 2015/02/13 20:06:32UTC
(G)http://j.mp/1Ax2Xvx (USGS)http://j.mp/1D5eWCq

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
Updated【M6.9】NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2015/02/14 03:59:11
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1vrnZpe (USGS)http://j.mp/17uhzRc

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M5.3】NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2015/02/14 03:48:16
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1CpwyDC (USGS)http://j.mp/1D4XU7n

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M6.8】RUSSIA-UKRAINE BORDER REGION 10.0km 2015/02/14 03:59:36
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1KTxS87 (USGS)http://j.mp/1F6Iss2

雅版 @gaban_a_bag · 2 時間2 時間前 
日本時間 2015-02-14 03:59頃、
ロシアのクリンツィで

マグニチュード6.8の地震（USGS速報値）。
震源の深さは約10km。 
https://twitter.com/gaban_a_bag/status/566315831915601920/photo/1

芝ねこ @chidondon · 2月7日 
なんか…変な反応でした。
有感にはならないと思うので詳細拾えるか…。
一応Hi-net速報値をお知らせしておきます。
マグニチュード4.7 深さ369.1km
位置は先ほどお伝えの通り、ロシア寄りの日本海です。

奥尻周辺沖の浅い震源も気になりますが、こういう深発も

あなどれない

http://j.mp/1Ax2Xvx
http://j.mp/1D5eWCq
http://j.mp/1vrnZpe
http://j.mp/17uhzRc
http://j.mp/1CpwyDC
http://j.mp/1D4XU7n
http://j.mp/1KTxS87
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https://twitter.com/gaban_a_bag/status/566315831915601920/photo/1


固定されたツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2月22日 
チェルノブイリ原発事故。10年後の証言
「１０年経っても子供達は放射能に蝕まれてる。事故現場から200キロ以上離れた所の
子供の23%が白内障、失明。84%が不整脈で心筋梗塞の予備軍です
（http://www.dailymotion.com/video/xneyj9_yyyyyyyyyyy-yy10yy-yyyyyy_news …）

https://www.youtube.com/watch?v=BwxqCWXNgqQ&list=RD4gLEzKPEwvo&index=6
アーバンギャルド　都市夫は死ぬことにした　LIVE 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5時間 5時間前 
核燃料がどこまで溶け落ちてるのよ？

こういう事を国民が指摘していかないとダメになる。日本は。

地下水脈まで達していたら、完全にアウト。福島原発付近は、少なからず地下水脈に

まで達していて、高濃度の放射能汚染は進行してるだろうね。　地下水は人類にとっ

て「命に関わる水脈」だよ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5時間 5時間前 
福島原発１〜３号機の「溶け落ちた核燃料が、どこにあるのか？」も、未だにわかっ

てない。人間が近づけないから。近づいたら数時間で死ぬから。

こんな事態っていうのは人類史上初のこと。あのチェルノブイリでも、腰を抜かすよ

うな、すごい事が起こってるのにアンダーコントロールと言う異常な状態

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
時々、知り合いにもいるけど、これが現実だけど

福島原発１〜３号機の「核燃料は、どこまで溶け落ちてるか？」これすらもわかって

ない。人間が近づけないから。これをどうすんの？ってことですよね。あべくん。そ

のままなんて訳にはいかない。そのまま放置したら、いずれ日本は放射能で滅亡しま

すよ

http://www.dailymotion.com/video/xneyj9_yyyyyyyyyyy-yy10yy-yyyyyy_news
https://www.youtube.com/watch?v=BwxqCWXNgqQ&list=RD4gLEzKPEwvo&index=6


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
最近、ほんと思うよね

あんなタイミングで中東へ、ノコノコ行って不要な挑発して『そんな余裕が、今の日

本にあんの？』って思う。どうすんのさ？福島原発３基の核燃料も不明だし、汚染水

は海へ漏れてるし、九州の火山帯や日本の複数の火山が活発だし、地震も活発だ。も

っと国内の心配しろよって思う

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
23時10分ごろ、また桜島が爆発してるなぁ
おとといから爆発回数が凄い。爆発の仕方が変わった。以前は、数日間、溶岩を溜め

込んで「炭酸飲料を振ってから開けた時に噴き出すような爆発」だったのが変わった

。火口付近のマグマが溢れるような爆発。鹿児島の友人も「空振が以前とは違う」

と言ってる

はいおまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=t1GO-93Nt3c
The Akira Project - Live Action Trailer (Official)

常備薬。

https://www.youtube.com/watch?v=-cKwxvb7TEs
AKIRA Symphonic Suite - 1 - Kaneda (Geinoh Yamashirogumi) 

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日7:22
なんか唐突にアタマんなかで谷山浩子（タイトル失念）が鳴ってるけど、(^_^;)

https://www.youtube.com/watch?v=t1GO-93Nt3c
https://www.youtube.com/watch?v=-cKwxvb7TEs
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502140652592392
http://85358.diarynote.jp/
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再現できるほど覚えてるきょくでもないので、これきみの脳内送信？(^_^;)

頼む。もちょっと、

明るい曲にして下さい…(^。^;)

私ゃむしろ「逆境ほど萌え」のＭだから、きゃあきゃあ騒いでても心配要りません。

σ(^◇^;)。。。

中島みゆきの（荒野より）を

１日歌っている予定…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日7:26
あれ？ミッドアトランティックって、北太平洋じゃなくて、揺らしあ…もとい、(^_^;)ユウラシア
大陸中央山塊の意味…？

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日7:38
思い出したｗ

これ谷山浩子の「君が壊れた」だ…ｗ(^。^;)ｗ

大丈夫、寝ぼけてただけです。

(^_^;)

ロシアでＭ７、台湾でＭ６、

ほか各地でＭ５Ｍ４が連発中。

札幌は軽く吹雪。

気温プラマイ０℃。

１時間早いバスに乗って、

１０分遅れで安全走行中。

マウモンタイ。(^_^;)

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

2015年2月14日7:53
違うね。

やっぱり北太平洋でも完全に

ロシアと同時発震で、Ｍ７級…
ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日8:07
札幌の西の空の雪雲の色が、

なんか変です。

なんか鉛色？

神経過敏なだけかな？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日8:15
チェルノブイリの石棺がコワレタのはたぶん間違いないよね…
(ToT)

関東４千万人の強制移住計画が策動され中とか風の噂。

遅すぎるけど、やらないよりはいい。
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逢いたい人なら、逢いにゆけ…　（2015年2月15日）

http://85358.diarynote.jp/201502152205258889/

逢いたい人なら、逢いにゆけ…　（付：へびの
あし。）

2015年2月15日 恋愛 コメント (1)
おばんでーす。（＾＾；）

「外出自粛」と言われている嵐風のなか、

面白がって歩いて帰宅したウマシカりすは、ワタクシでーす…ｗ

てことで当然な一曲…☆（てか、断片？）
https://www.youtube.com/watch?v=N6izSXDTojw
松任谷由実 - BLIZZARD(from「日本の恋と、ユーミンと。」) 

https://www.youtube.com/watch?v=mDSHy0IpC3I
snow storm 

https://www.youtube.com/watch?v=1JYrOMK1aDA
The Carol Of The Bells -George Winston 

https://www.youtube.com/watch?v=nsHSSoZfUtQ
冬の新宿御苑とシューベルトの「冬の旅」

https://www.youtube.com/watch?v=_Q3IHxArqnQ
本日は雪天なり

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
鉄道員 (poppoya railway man) 

https://www.youtube.com/watch?v=kllZlF6mB2s
Variations on Canon - arranged by George Winston 

おやすみ。またあした。

http://85358.diarynote.jp/201502152205258889/
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私は元気で、安全で、暖かくしているよ。

（きみも、そうでありますように…！）

https://www.youtube.com/watch?v=vvV5RQCum2Q
氷河戦士ガイスラッガー　朝日ソノラマ・EM-101 ソノシート付き 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay9Vy_WQYo8&index=26&list=PL58724B14428544C2
兵士の手紙ときよしこの夜~さだまさし

https://www.youtube.com/watch?v=2aGW-9VyGQU&list=PL58724B14428544C2&index=59
北の国から　　さだまさし

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日0:57
本来なら最も寒さが厳しいはずの２月半ばの深夜の札幌で、

北風が吹けば吹くほど気温が上がり、雪が溶けていく異常。

https://www.youtube.com/watch?v=vvV5RQCum2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ay9Vy_WQYo8&index=26&list=PL58724B14428544C2
https://www.youtube.com/watch?v=2aGW-9VyGQU&list=PL58724B14428544C2&index=59
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朝っぱらから「きみがコワレタ」の高クリア音質の脳内送信は何のイヤガラセだっ
　（2015年2月16日）

http://85358.diarynote.jp/201502160950382088/
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日10:56
 
だから、朝っぱらから「きみがコワレタ」の高クリア音質の脳内送信は何のイヤガラセだっ！

(-"-;)

「もう遊んであげないよ〜」の意味かっ！(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日11:19
ちなみに、ビアノ控えめ、音声強調録音バージョンでした…
聴いたこと無い。(^_^;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502161115584556/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日11:43
谷山浩子の「この国には昔から悪い噂があった…」の、
タイトルが思い出せない…
(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日16:20
くぉらッ！(-"-;)
ひとの（りすの？）アタマで

おかしな送信実験するなッ！

しかも人数増えてるし…

http://85358.diarynote.jp/
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(-"-;)

わざわざ自分でピアノ弾いてる髪の長いのッ！

そんなにリフレインされたら、リアルじゃ２回しか聴いてない曲を暗譜しちゃうでしょうがっ

(`ヘ´)

しかもグランドピアノか？

まったくもう…(-_-#)

続きの文句だか妄想だかは帰ってからパソコンで打ちますっ

(-"-;)
 
 



誰かまた挟まってる。(・_・;)　（2015年2月16日）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502162222599134/

誰かまた挟まってる。(・_・;)
2015年2月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

焦らないで。

からだを９０度ひねりなさい。

右足を上げれば、

膝の高さに足掛かりがある。

次を踏み抜くな。

遠回りでも、

地面の見えてるところだけ

歩きなさい。

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日22:32
徒歩帰宅途上。

激睡魔続行中。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日23:10
いや拝んでも何も出ないから。

(^_^;)

きみはいつかの飛行体の整備班にいた彼かなぁ？

http://85358.diarynote.jp/201502162222599134/
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違ってたらごめん。

私を拝むんじゃなくて、きみが出来ることをして、ほかの人達を救けて？

それが私の

パワーの源になるから。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日23:16
正面だめ。

浅い沼に見えるけど、

そこは渡れない。

踏み込んだら足が千切れる。

左岸に迂回。

しばらく行くと

高さ２〜３ｍくらいの場所に

一休み出来る屋根がある。

傷の手当てをして

沖を見てなさい。

具度楽！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日23:32
眠いわけだ。

ひとまわり向こうの時間軸の中で、「千匹の孫悟空」状態になってる。(^_^;)

「一度でも、誰かを本気で助けたことのある人なら救かる。」

因果応報って、

そういうシステム。

http://85358.diarynote.jp/
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分身たちを集中させてやりたいので、こちらの機体は寝ます。

(^_^;)

妄想通信の答え合わせは明日ね…

覚えてたら！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日23:43
…遠浅の海の向こうから、
もう一波来るなぁ…

津波。

しかも、

大洋の、

対岸の地震からだよ…

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


１．「妄想通信」＠昨日の「答え合わせ」…ｗ　（2015年2月17日）

http://p.booklog.jp/admin/write/new/113059

１．「妄想通信」＠昨日の「答え合わせ」…ｗ
2015年2月17日 恋愛
 
さて。１３：５４．

まぁ、カミサマが何故わたしを今日「３連休」に「しておいた」のか…は、

「しょっちゅう魂が脱け」ても、社会生活に支障が無いように。でしょうね…
　ｗ（－－；）ｗ

この物理状況下＞で

貼るべき曲はまずコレしかないと思うので、貼りますが…
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

とりあえず。昨日の（幽体離脱２回しちゃったので私の感覚的には「おととい」の）「脳内通信

実験」の「答え合わせ」を…

忘れないうちに（すでに半分忘れてるけど）

地震のデータ拾いと同時進行で片耳でやりますよ…ｗ

（支離滅裂になると思うけどｗ）

まず原曲。（＾＾＃）

https://www.youtube.com/watch?v=LHcAtHaC2s8
きみが壊れた 谷山浩子

悠宙舞で音楽が自在に聴ける！（＾＾）！と、

気づいた時点であれこれ聴きまわっていた私が、

http://85358.diarynote.jp/201502171402525518/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150217/85358_201502171402525518_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
https://www.youtube.com/watch?v=LHcAtHaC2s8


一耳聴いたとたん「嫌い〜ッ！」と叫んで１分もたずに離脱した、

いわゆる「根が暗い唄」（－－；）…

…を、【脳内妄想】？のダンナ氏が、「気に入った」らしく…
（－－；）

数日前に脳内リフレインしていたのが、

私に「聴こえて」きたので、

「嫌いな曲だからやめてッ！」と、

脳内で文句を言いましたよ。と…

（＾＾；）…続く。＞



２．「妄想通信」＠昨日の「答え合わせ」…ｗ　2015年2月17日

２．鳥牙訂正。（ ２ 曲＋本文追加つき）。「妄想通信」＠昨日の「答え合わせ」…ｗ
2015年2月17日 恋愛 コメント (2)
 
まず鬱陶しい？本文とは無関係に一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=s86K-p089R8
Bon Jovi - Runaway 

さて。何やら「脳内通信」音楽配信があまり頻繁になってくると？

我ながら自分の妄想なのかリアル通信なのかが判別つかなくなってくるし

（＾＾；）

お互い似たような曲のラリーをしていると飽きてもくるので、

相手をしない（ここに書かない）で放っておいたら、

いかにも「前世記憶にあるうちのダンナ氏」の性格として、

「やりそ〜なこと」（－－＃）なんですが、

「なんか反応させよう」と、

軽い嫌がらせで（＾＾＃）

えんえんさっきの「暗い曲」を３回ぐらい？

脳内リフレイン送信しやがり…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日11:19
ちなみに、ビアノ控えめ、音声強調録音？バージョンでした…
聴いたこと無い。(^_^;)

（＾＾＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日10:56
だから、朝っぱらから「きみがコワレタ」の高クリア音質の脳内送信は何のイヤガラ

セだっ！

http://85358.diarynote.jp/201502171439303695/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502171439303695/
https://www.youtube.com/watch?v=s86K-p089R8


(-"-;)
「もう遊んであげないよ〜」の意味かっ！(・ω・;)(;・ω・)

（歌詞＞「ぼくが壊した人形のきみを捨てて、明日はきっとここを出て行く」）

…と、ここに書きこんだら、面白いほど（＾＾；）

ピタリと送信が泊原発…ｗｗｗ

んで。

「いやそんな意味のつもりでわ…っ！」と、
なにやらオロオロしてる気配が伝わってきてるな〜ｗｗｗ

と、（妄想内で？）勝手に溜飲を下げていたら、

何故か送信内容がイキナリ、太ゴシック体の活字に代わり、

…「この町には昔から悪い噂があった」…

…とかの、メッセージ？に…（＠＠；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日11:43
谷山浩子の「この国には昔から悪い噂があった…」の、
タイトルが思い出せない…
(^_^;)

いや。知ってるけどね。そのフレーズ…。

もう何十年も聴いてなかったし、

いきなり脳裏というか瞼の裏？に、

浮かんでくるまでは完全に忘却の彼方で…、



（とうぜん「好きじゃない」曲だし…！）

今朝、歌詞から逆探知して

悠宙舞で検索してみても、

本人の原曲は見つからなかった（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=4QG1aqPT0os
たんぽぽ食べて ( 谷山浩子 ) cover / 歌：takimari

（…つまり、「最近わたしが実際に聴いた曲」を、「無意識に妄想内の曲に使用している」、と
いう可能性は低い…）

ということで…

あった原曲♪

https://www.youtube.com/watch?v=AoIjaDkOI8E
ひぐらしのなく頃にたんぽぽ食べてみた。

…なんだ、このギャグのよーな闇アニメ…★
…＜（〜〜；）＞…

あぁ。この曲じたいは気に入ったｗとかいう変態さんがもしいたら、

再生用には、こっちで登録しておくことをおすすめしますよ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q

…あ、間違えてたｗ　こっちｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=zwCMAIHeHIg
たんぽぽサラダ

（あぁ。いたわけだな。「この曲が気にいった」長髪美人の変態さんが…☆）

続く。＞

の前に、「耳なおし」で、「私が好きなほうの谷山浩子」の

https://www.youtube.com/watch?v=4QG1aqPT0os
https://www.youtube.com/watch?v=AoIjaDkOI8E
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
https://www.youtube.com/watch?v=zwCMAIHeHIg


ラブソングを一曲…。
（＾＾＃）

https://www.youtube.com/watch?v=-_kobnj3IjE
谷山浩子：LADY DAISY 

私の音楽の好みぐらい解ってんじゃないのか、きみら★

なんで変なのばっかり送信してくんの〜ッ！！（－－＃）

赤面しやがれｗｗｗｗ　（やけｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=jI3jin24s8M
原田知世　ダンデライオン〜遅咲きのたんぽぽ　【PV※ 歌詞付】

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日14:40
ちなみにこの曲、今になって聴くと、

「たんぽぽ」を「放射能」に入れ替えて聴くと、

すんごい、「現状を皮肉っている」予言の歌。だったんですね…★

＜（－－；）＞

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日15:21
そろそろまた眠くなってきました。

（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=-_kobnj3IjE
https://www.youtube.com/watch?v=jI3jin24s8M
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502171439303695
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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次の発震が近づいています。

なんか霊界？「ガンダム初代」の「スタンバっておけ」状態で、

順繰りに「出迎撃」（お迎えです）準備してるね…（－－；）
 
 
 
 



「死んでたまるか」付。３．「妄想通信」＠昨日の「答え合わせ」…ｗ　（2015年2
月17日）

http://85358.diarynote.jp/201502171542548236/

「死んでたまるか」付。３．「妄想通信」＠昨

日の「答え合わせ」…ｗ
2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

はい。本文とは無関係な一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=hWiki8UOImY
[Alexandros] - Run Away (MV) 

１４：４３。情報チェック。

…はて…。
六ヶ所村と女川原発の、ちょうど真ん中で？

震度５強…？？（－－；）…

地震マップ @eq_map 
· 43分 43分前 
【M5.8】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 40.4km 2015/02/17

http://85358.diarynote.jp/201502171542548236/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502171542548236/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150217/85358_201502171542548236_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150217/85358_201502171542548236_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150217/85358_201502171542548236_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hWiki8UOImY


13:46:38 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1L6WRVJ (USGS)http://j.mp/1Dk5Ly9

地震マップ @eq_map 
· 58分 58分前 
【最大震度5強】(気象庁発表) 岩手県沖 深さ約50km M5.7 17日13時46分頃発生 
(G)http://j.mp/1z81J43 (気象庁)http://j.mp/17cUcLg

じゃ。「妄想の続き」ね〜…★

この「脳内字幕でブラック歌詞送信」が成功？していると…

この時点では、「向こうが気がついた」のかどうか…？

「送信実験？」内容が、最初は右手だけ？のピアノで

「君が壊れた」のメロディライン。

…鬱陶しい歌詞抜きの、主旋律だけだと、綺麗な曲だったんだな〜…と、

…聴き惚れていると、左手が即興で（たぶん）和音つけて弾き始めて…

で、「脳内ビジョンで、目が合い」ました…

（＾ｗ＾）ｇ

長髪美人さん。♪

もちろん、

あなたのことはずっと覚えていたし、

ずっと私のことを心配してくれている気配も、

ずっと感じていました。

いつもずっとありがとう。

しかしながら。

http://j.mp/1L6WRVJ
http://j.mp/1Dk5Ly9
http://j.mp/1z81J43
http://j.mp/17cUcLg


え〜と…（＾＾；）

泣かなくても…（＾＾；）…おろおろ。

そのあと、私の脳内には、

「どっかの室内？でグランドピアノを囲んでメインの４人？」

（ぷらす隣室とかに見覚えのある身内が数人）が、

「脳内双方向通信」が成立しているッ！と…

歓んで浮かれて…るのは、いいんだけど…（＾＾＃）…

ファルセット（男性裏声）で谷山浩子！とか、

グリークラブで鍛えたバスだかテノールだかで大江千里とか…☆

三半規管がクラインのツボ化するので、やめてください…（－－；）…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日16:20

くぉらッ！(-"-;)
ひとの（りすの？）アタマで

おかしな送信実験するなッ！

しかも人数増えてるし…
(-"-;)

わざわざ自分でピアノ弾いてる髪の長いのッ！

そんなにリフレインされたら、リアルじゃ２回しか聴いてない曲を暗譜しちゃうでし

ょうがっ

(`ヘ´)

しかもグランドピアノか？

まったくもう…(-_-#)



続きの文句だか妄想だかは帰ってからパソコンで打ちますっ

(-"-;)

と、書いたのがその時点で…

送信されてくる選曲内容が鬱陶しい（－－＃）ので、

こちらからの逆送信（脳内「二人羽織」ピアノ演奏）を試みてみましたが…

いかせん、「曲調」と「逆送信」自体は検知してもらえたようですが、

私が、即興和音は送信できてる？としても、

「現代ピアノ」の運指がわかってないので…

（以前？使っていたのは、「五線譜」確立以前のハープシコードみたいなやつと、あとずっとス

スンダ時代での時は、別種の演奏機材だったので…）

ぽろぽろと弾いてみてくれたぐらいのところで、

「精確なデータ内容」の送受信については失敗？

（＾＾；）

ちなみに咄嗟に選んだのはこの曲でしたｗ

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=I92skev6Acg
ペリーヌ物語 世界名作劇場 ペリーヌ物語

理由？（＾＾；）

「私好みの明るい曲で、きみらは知ってそうにない曲」。

でわ…。
現在１５：４１．

もいちど「幽体出迎え撃」してきます…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=I92skev6Acg


返歌球！

https://www.youtube.com/watch?v=yOpCj-mLcBk
明日もし君が壊れても 中文 歌詞/字幕

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日15:49
ちなみに、「どっかの室内」は…
ホテル？何の部屋…？という内装、（分厚そうな重厚な壁で、分厚い絨毯で、真ん中にグランド
ピアノと、椅子がいくつかあるだけで、調度類はなくて、何故か？でっかいガラス窓で隣の部屋

と仕切られていて、周囲の部屋に数人いる…）

ので、「？」と思っていたんですが…

帰宅してから悠宙舞を観ていて気が憑きました。

それ、「録音スタジオ」だ…（＾ｗ＾）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日17:23
訂正。

メインルームにいたのは最初３人で、

隣室に２人？

後から首つっこんできた？

のが、何人かいたよね？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日0:56

https://www.youtube.com/watch?v=yOpCj-mLcBk
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502171542548236
http://85358.diarynote.jp/
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チガウな…（＾＾；）

約一名、「実験が実証」された時点で、退出しちゃったんだね…

（＾＾；）逆に…★

　…（＾□＾；）ごめんね…



きみは愛せるか。変わり果てたこの地球を…　2015年2月17日

－＋＊／＝きみは愛せるか。変わり果てたこの地球を…
2015年2月17日 恋愛 コメント (1)
 
ひと段落。

https://www.youtube.com/watch?v=_wY6i5vRlUU
Journey ~ Separate Ways(Worlds Apart) w/ Lyrics

不安だろうけど、各自、安全確保して、ビバークしてね〜。

https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw
ひとりでお帰り - 谷山浩子

はた迷惑な妄想「暴走ノロケ選曲」に戻りま〜す…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Dn5_mWL4g0Q
パジャマの樹 - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=Pixbfk7BPtI&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW&index=22
flumpool　「星に願いを」MUSIC VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=pX_YvoCe0tU
谷山浩子　銀河通信 

https://www.youtube.com/watch?v=bjwv4m-Aji4&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW&index=10
flumpool 「証」 Music Video　（Full Chorus ver.）

https://www.youtube.com/watch?v=yRYmV2M4tCI
約束 - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=ncyVj-ixJmM&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW

http://85358.diarynote.jp/201502172000266999/
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https://www.youtube.com/watch?v=bjwv4m-Aji4&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-a9JWW&index=10
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flumpool　「どんな未来にも愛はある」 （Short ver.）

https://www.youtube.com/watch?v=B1YH3v_uMPU
愛をもういちど - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=_O3oBBndzks
flumpool「Answer」Music Video Short ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=VsOEqE392UE&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=6
瞬間 - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=8NGs5asLe2s&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW&index=5
flumpool 「大切なものは君以外に見当たらなくて」Music Video完全版

https://www.youtube.com/watch?v=sj5ZVhgtF3k&index=12&list=PL2F86081EE7A8A5E8
きみはたんぽぽ - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=s-jpb_lgy0s
flumpool [Answer]　高音質 

https://www.youtube.com/watch?v=5ypXhgC4NNk
谷山 浩子　「MAY」
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日21:52
は〜い♪

砂を吐いて死んだふりをしている数名と、

悶死してる約一名が視えま〜す…

https://www.youtube.com/watch?v=B1YH3v_uMPU
https://www.youtube.com/watch?v=_O3oBBndzks
https://www.youtube.com/watch?v=VsOEqE392UE&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8NGs5asLe2s&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-a9JWW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sj5ZVhgtF3k&index=12&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=s-jpb_lgy0s
https://www.youtube.com/watch?v=5ypXhgC4NNk
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502172000266999
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（ぐれてる人も約一名…？）（＾＾；）

タンポポで終始した「特異点」な一日でした…

明日も揺れるよ！

寝ておけ、今のうち…！

　

 
 



きみは愛せるか。変わり果てたこの地球を…　（2015年2月17日）

http://85358.diarynote.jp/201502172000266999/

－＋＊／＝きみは愛せるか。

変わり果てたこの地球を…
2015年2月17日 恋愛 コメント (1)
 
ひと段落。

https://www.youtube.com/watch?v=_wY6i5vRlUU
Journey ~ Separate Ways(Worlds Apart) w/ Lyrics

不安だろうけど、各自、安全確保して、ビバークしてね〜。

https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw
ひとりでお帰り - 谷山浩子

はた迷惑な妄想「暴走ノロケ選曲」に戻りま〜す…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Dn5_mWL4g0Q
パジャマの樹 - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=Pixbfk7BPtI&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW&index=22
flumpool　「星に願いを」MUSIC VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=pX_YvoCe0tU
谷山浩子　銀河通信 

https://www.youtube.com/watch?v=bjwv4m-Aji4&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW&index=10
flumpool 「証」 Music Video　（Full Chorus ver.）

http://85358.diarynote.jp/201502172000266999/
http://85358.diarynote.jp/201502172000266999/
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https://www.youtube.com/watch?v=yRYmV2M4tCI
約束 - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=ncyVj-ixJmM&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW
flumpool　「どんな未来にも愛はある」 （Short ver.）

https://www.youtube.com/watch?v=B1YH3v_uMPU
愛をもういちど - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=_O3oBBndzks
flumpool「Answer」Music Video Short ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=VsOEqE392UE&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=6
瞬間 - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=8NGs5asLe2s&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW&index=5
flumpool 「大切なものは君以外に見当たらなくて」Music Video完全版

https://www.youtube.com/watch?v=sj5ZVhgtF3k&index=12&list=PL2F86081EE7A8A5E8
きみはたんぽぽ - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=s-jpb_lgy0s
flumpool [Answer]　高音質 

https://www.youtube.com/watch?v=5ypXhgC4NNk
谷山 浩子　「MAY」
 
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日21:52
は〜い♪

砂を吐いて死んだふりをしている数名と、

悶死してる約一名が視えま〜す…

（ぐれてる人も約一名…？）（＾＾；）

タンポポで終始した「特異点」な一日でした…

明日も揺れるよ！

寝ておけ、今のうち…！
 



「死」（４）の並んでるところは、次に揺れる。　（2015年2月17日）

http://85358.diarynote.jp/201502171717555658/

「死」（４）の並んでるところは、次に揺れる

。

2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

逃げなさい。

https://www.youtube.com/watch?v=PKVxK-gV06c
Galantis - Runaway Lyrics

おそらく、六ヶ所村の核燃料プールは、すでに割れている…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502171830312909/
 
西もダメだからね！太平洋岸全域と、

「北陸原発団地」以西は、ぜんぶダメ！

https://www.youtube.com/watch?v=KZnu7fVRPIc

http://85358.diarynote.jp/201502171717555658/
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José González - Stay Alive
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502171851567528/
 

奔れ。

2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
停まるな。

その道を、まっすぐ。

https://www.youtube.com/watch?v=gpSlpAAoNsE
Don’t Stop Believin’ - Journey [w/ lyrics] 

ご飯ある？

もうちょっと行くと、おにぎりが手に入る…たぶん。
 

http://85358.diarynote.jp/201502171851567528/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=gpSlpAAoNsE


「上総掘り」の知識のある人は、率先移住して下さい。　（2015年2月17日）

http://85358.diarynote.jp/201502170950466025/

【べつに逃げなくてもいいさ。死にたいな

らな。】

2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

前項（揺れ揺れ…★）…（－－；）…から分離独立。
楽さが…もとい、
落差がものすごいので、分けますね…。（－－；）

さっき揺れた分のデータが上がってきました…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 30分 30分前 
8時6分：マグニチュード6.9
三陸沖（N39.9/E144.5）海溝部のアウターライズ震源域
その直後（8時8分：愛媛県：マグニチュード3.5）と（8時17分：根室半島：マグ
ニチュード3.4）の地震が起こってますね 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/567465270449430528/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201502170950466025/
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地震マップ @eq_map 
· 27 秒 27 秒前 
【M3.2】三陸東方はるか沖 深さ73.2km 2015/02/17 09:25:42
(G)http://j.mp/1DZTYnF (アニメ)http://j.mp/1DzMHu6

地震マップ @eq_map 
· 13分 13分前 
【M3.5】三陸東方はるか沖 深さ19.5km 2015/02/17 09:13:11
(G)http://j.mp/1vAc8p0 (アニメ)http://j.mp/1CChLpe

地震マップ @eq_map 
· 23分 23分前 
【M3.5】三陸東方はるか沖 深さ52.5km 2015/02/17 09:05:03
(G)http://j.mp/1zjvwbk (アニメ)http://j.mp/1EiyxMu

地震マップ @eq_map 
· 29分 29分前 
【M2.7】三陸東方はるか沖 深さ54.2km 2015/02/17 09:01:15 http://j.mp/1EixzzY

地震マップ @eq_map 
· 33分 33分前 
【M3.7】三陸東方はるか沖 深さ15.1km 2015/02/17 08:58:26
(G)http://j.mp/1vAanrM (アニメ)http://j.mp/17jaeml

地震マップ @eq_map 
· 2分 2分前 
【M3.7】三陸東方はるか沖 深さ73.1km 2015/02/17 08:53:37
(G)http://j.mp/1CBN7Pf (アニメ)http://j.mp/1CBN7Pd

地震マップ @eq_map 
· 5 分 5 分前 
【M3.3】北海道東方沖 深さ96.8km 2015/02/17 08:46:58
(G)http://j.mp/1Dj77cd (アニメ)http://j.mp/1L6ehll

地震マップ @eq_map 
· 13分 13分前 
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http://j.mp/1EiyxMu
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【M3.1】三陸東方はるか沖 深さ4.7km 2015/02/17 08:41:02
(G)http://j.mp/1CBKJbm (アニメ)http://j.mp/17j5AVE

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M3.5】三陸東方はるか沖 深さ48.4km 2015/02/17 08:26:10
(G)http://j.mp/1Dj3bs4 (アニメ)http://j.mp/17j33La

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M2.8】岩手県東方沖 深さ14.2km 2015/02/17 08:21:54 http://j.mp/1vQGIk5

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M3.9】根室地方 深さ103.2km 2015/02/17 08:17:02
(G)http://j.mp/1Dj0Ygp (Y)http://j.mp/19pyOnq (アニメ)http://j.mp/1Dj0Ygk

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M6.8】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km 2015/02/17
08:06:26 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/17j1Bbx (USGS)http://j.mp/1L4nQzo

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
Updated【M6.7】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2015/02/17
07:00:53 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1EFsC3Z (USGS)http://j.mp/1vQxO5X

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.0】釧路地方 深さ130.6km 2015/02/17 02:12:45
(G)http://j.mp/1vzdGzq (Y)http://j.mp/1FiGG7r (アニメ)http://j.mp/1yMwOKS
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
原発事故直後から、ガンダーセン博士が「3.11直後、関東の人でも、野外にいて無警戒
な人なら、プルトニウムを肺に数十個、吸い込んでます」という衝撃的な解説を、ア

メリカCNNのテレビで報道されてましたよね。日本では報道してない。海外の報道を
見ないと、日本の事実はわからない。ほんとに。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
東京電力さんからのお知らせです。

「報道関係各位さま：　本日（2月16日）午前10時12分より海洋への排水を実施して
いましたが（お知らせ済み）　同日午後４時49分に排水を終了しました。排水量につ
いては1,667トンでした。以上」

https://www.youtube.com/watch?v=4iYVmpxYnSA
HAN-KUN 『Don’t Give Up Yourself !!』PV　HD 歌詞付き
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日9:54
彷徨…もとい、
方向について。

北陸〜宮城〜以北ラインと関東北部の人は、

とにかく日本海（朝鮮東海）側へ抜けて、

ひとまず札幌へ。

https://www.youtube.com/watch?v=4iYVmpxYnSA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


関東から西は、とにかく「静岡と愛知は早急に避ける」こと。

北陸にも近づいちゃダメ。

西日本はとにかく全体にダメです。

沖縄経由？で、

オーストラリアで「難民申請」するのがマストかと思います…。

運べるかぎりの太陽光発電と、海水の淡水化プラント、あと、

「上総掘り」の知識のある人は、率先移住して下さい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日10:15
激睡魔再発。

また来る。

近い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日10:17
【緊急非常呼集】

来てるので寝ます…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日13:48
完全に魂が抜け（幽体離脱し）たましたが、無事生還。

これから情報チェックします。

札幌は晴天無風、気温プラス４℃。

（－－；）

除雪業者の重機が不安げに、

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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路面の剥き出した道で仕事を探しています…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日14:57
＞【最大震度5強】(気象庁発表) 岩手県沖 深さ約50km M5.7 17日
＞13時46分頃発生

（－－；）

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


「集団脳内送信」実験の一曲目って…これ？　（2015年2月17日）

http://85358.diarynote.jp/201502172349314025/

【答え合わせ】の残りッ！（ぷらすっ）

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

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

一時期ラジオとか有線とかでがんがんかかってたから、

一応、「知ってる曲」ではあったけど、

男声四重？コーラスで、ピアノ伴奏？だったから、

アルフィーか何かかと思って、検索に苦労しちゃったよ…

ｗ（＾＾；）ｗ

ちなみにこの曲は、ワタシ的には、

「みみっちくて女々しいので嫌い」に分類の曲ですね…ｗ

＞ひとりでは生きていけなくて

って「ＮＧワード」が入ってる時点で、

ヘソを曲げるにきまってるっしょ…？
（＾＾＃）

（誰の選曲だったかは、聴くまでもない…（－－；）☆）

これも聴こえてはいたよ。一応。

http://85358.diarynote.jp/201502172349314025/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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バイトが忙しくて、書いてるだけの精神的余裕が無かったさ…☆

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

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

原曲より、こっちの編曲バージョンのほうが、

明るくて好きだな〜☆

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

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

２２：２８．

とんだ「３連休の初日」であった…

（掃除も洗濯もしなかった！）

漫画読んで寝ますぅ…☆

おまけ…。（の、ほうが長くなった…ｗ）

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

（ちなみに、この時期に、「今生の私」は、

　すでに「非戦の誓い」を立ててしまったので…

　このへんのコスプレから後は、聴かなくなりました…（＾＾；）…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=2uxNtQsDEfM

https://www.youtube.com/watch?v=VwJruL9nBwQ
https://www.youtube.com/watch?v=FdCWgBpfePo
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アルフィー　「シュプレヒコールに耳を塞いで」　1996年RED　BRICKS

https://www.youtube.com/watch?v=QQK7UT8UPmY
Brave Love Galaxy Express 999 

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

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

…みごとに、「タンポポさらだ尽くし！」で、終始した…ｗｗｗ

　…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

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

観てない。（＾＾；）ｄ

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

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

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

２３：４９．おやすみ。

（＾＾；）
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日1:34
こらー！(-_-#)

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

鹿者っ！(`ヘ´)

もう寝るので安眠妨害は止めて下さ〜いっ！(-"-;)

テルーの歌とかトトロの土笛とか、ナウシカあたりにしといて〜(-"-;)…

（あ、カリシロでも許す。）

おやすみなさい。

明日も揺れるよ〜…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日7:24
おはよう。

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

フクイチはどちらにしても末期ですね。

…合い言葉は、【生存！】

http://85358.diarynote.jp/
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「いきなさい。」　（2015年2月17日）

http://85358.diarynote.jp/201502171553255340/

「いきなさい。」

2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

聴いてるヒマはなかろう。

わたしを覚えてくれているたましい全員に、

「脳内一斉送信」で贈る。

https://www.youtube.com/watch?v=kD36x_dY-pw&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW
flumpool　「reboot〜あきらめない詩〜」

生きろ。

奔れ。

這いずってても。

望みのままに、

存在を、

続けなさい。

 
編集する

 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201502171553255340/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502171553255340/
https://www.youtube.com/watch?v=kD36x_dY-pw&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-a9JWW
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502171553255340


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日16:07
そこダメ。

直進。

迷うな。

突っ走って、

突っ切れ！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日16:11
…それにしても、
１．１７と

３．１１の間をとって？

２．１７って（－－＃）

どうなの、この日程選択…★

とか思ってないで。

そこ右！崖、登れる！

がんばれドライバー！

しっかりナビゲーター！

視てるよ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日16:15

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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そこ左！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日16:41
そこも崩れる。

もうちょっと奥地まで。

海が見えないところまで、

行かないとダメ。

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


（…つまり、「最近わたしが実際に聴いた曲」を、「無意識に妄想内の曲に使用して
いる」、という可能性は低い…）

http://85358.diarynote.jp/201502171439303695/

２．鳥牙訂正。（ ２ 曲＋本文追加つき）。

「妄想通信」＠昨日の「答え合わせ」…ｗ
2015年2月17日 恋愛 コメント (2)
 
まず鬱陶しい？本文とは無関係に一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=s86K-p089R8
Bon Jovi - Runaway 

さて。何やら「脳内通信」音楽配信があまり頻繁になってくると？

我ながら自分の妄想なのかリアル通信なのかが判別つかなくなってくるし

（＾＾；）

お互い似たような曲のラリーをしていると飽きてもくるので、

相手をしない（ここに書かない）で放っておいたら、

いかにも「前世記憶にあるうちのダンナ氏」の性格として、

「やりそ〜なこと」（－－＃）なんですが、

「なんか反応させよう」と、

軽い嫌がらせで（＾＾＃）

えんえんさっきの「暗い曲」を３回ぐらい？

脳内リフレイン送信しやがり…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日11:19

ちなみに、ビアノ控えめ、音声強調録音？バージョンでした…
聴いたこと無い。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502171439303695/
http://85358.diarynote.jp/201502171439303695/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502171439303695/
https://www.youtube.com/watch?v=s86K-p089R8


（＾＾＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日10:56

だから、朝っぱらから「きみがコワレタ」の高クリア音質の脳内送信は何のイヤガラ

セだっ！

(-"-;)
「もう遊んであげないよ〜」の意味かっ！(・ω・;)(;・ω・)

（歌詞＞「ぼくが壊した人形のきみを捨てて、明日はきっとここを出て行く」）

…と、ここに書きこんだら、面白いほど（＾＾；）

ピタリと送信が泊原発…ｗｗｗ

んで。

「いやそんな意味のつもりでわ…っ！」と、
なにやらオロオロしてる気配が伝わってきてるな〜ｗｗｗ

と、（妄想内で？）勝手に溜飲を下げていたら、

何故か送信内容がイキナリ、太ゴシック体の活字に代わり、

…「この町には昔から悪い噂があった」…

…とかの、メッセージ？に…（＠＠；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日11:43
谷山浩子の「この国には昔から悪い噂があった…」の、
タイトルが思い出せない…



(^_^;)

いや。知ってるけどね。そのフレーズ…。

もう何十年も聴いてなかったし、

いきなり脳裏というか瞼の裏？に、

浮かんでくるまでは完全に忘却の彼方で…、

（とうぜん「好きじゃない」曲だし…！）

今朝、歌詞から逆探知して

悠宙舞で検索してみても、

本人の原曲は見つからなかった（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=4QG1aqPT0os
たんぽぽ食べて ( 谷山浩子 ) cover / 歌：takimari

（…つまり、「最近わたしが実際に聴いた曲」を、「無意識に妄想内の曲に使用している」、と
いう可能性は低い…）

ということで…

あった原曲♪

https://www.youtube.com/watch?v=AoIjaDkOI8E
ひぐらしのなく頃にたんぽぽ食べてみた。

…なんだ、このギャグのよーな闇アニメ…★
…＜（〜〜；）＞…

あぁ。この曲じたいは気に入ったｗとかいう変態さんがもしいたら、

再生用には、こっちで登録しておくことをおすすめしますよ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q

https://www.youtube.com/watch?v=4QG1aqPT0os
https://www.youtube.com/watch?v=AoIjaDkOI8E
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q


…あ、間違えてたｗ　こっちｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=zwCMAIHeHIg
たんぽぽサラダ

（あぁ。いたわけだな。「この曲が気にいった」長髪美人の変態さんが…☆）

続く。＞

の前に、「耳なおし」で、「私が好きなほうの谷山浩子」の

ラブソングを一曲…。
（＾＾＃）

https://www.youtube.com/watch?v=-_kobnj3IjE
谷山浩子：LADY DAISY 

私の音楽の好みぐらい解ってんじゃないのか、きみら★

なんで変なのばっかり送信してくんの〜ッ！！（－－＃）

赤面しやがれｗｗｗｗ　（やけｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=jI3jin24s8M
原田知世　ダンデライオン〜遅咲きのたんぽぽ　【PV※ 歌詞付】

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日14:40
ちなみにこの曲、今になって聴くと、

「たんぽぽ」を「放射能」に入れ替えて聴くと、

すんごい、「現状を皮肉っている」予言の歌。だったんですね…★

https://www.youtube.com/watch?v=zwCMAIHeHIg
https://www.youtube.com/watch?v=-_kobnj3IjE
https://www.youtube.com/watch?v=jI3jin24s8M
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


＜（－－；）＞

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日15:21
そろそろまた眠くなってきました。

（－－；）

次の発震が近づいています。

なんか霊界？「ガンダム初代」の「スタンバっておけ」状態で、

順繰りに「出迎撃」（お迎えです）準備してるね…（－－；）

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


〜反省だけ？なら、りすにも出来るッ…　2015年2月18日

（一曲増量ｗ）…ＮＧ…！＜（〜〜；）＞〜反省だけ？なら、りすにも出来るッ…（たぶん…）
。

2015年2月18日 恋愛 コメント (1)
 
おそようございます。

１０：１７です。

３連休の中日。

札幌はプラス２℃。

無風で曇天。平穏。

土鍋でご飯を炊いてます。

おなかがぺこぺこです。

昨日は結局、幽体離脱系を３回くらいやって、

ろくに食べてなかった（＾＾；）ので、

ちょっとカラダに負担がかかってます。

今日の予定は、地震があろうとなかろうと…お風呂ッ！

　o（＾ｗ＾；）o…

「大きな揺れ」が来るのは、たぶん遅めの時間帯じゃないかな〜…
とか思ってますが、

ワタクシ、３．１１の時も、

「今日一日は揺れないだろう…」と、

「極楽湯」の湯船で寝くたれてるときに、

「浴槽津波」で腰抜かしてたやつですから…

　ｗ（－－；）ｗ

「私が油断しているときは、要注意」です、皆さん…☆

http://85358.diarynote.jp/201502181051136978/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502181051136978/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4088794567/


　ｗ（－－；）Ｗ

さて。ごはんは炊けたので、蒸らしてます。

情報チェックの前に、昨日の妄想系の続きにいきます…

「反省会」です。（－－；）

まず音楽。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
LOOKING AT YOU

昨日、（前項）、

＞一人では生きていけない

は、「私に聞かせたらヘソを曲げるＮＧワード」だ…と、書きましたが。

　（＾＾；）

そのあと脳内で（１ワード１万回リフレインが鬱陶しくなって）

お定まり？の文句を（脳内で）連続して叫ぼうとして、ふと、

（ガクゼンと）ようやく、気が憑き…もとい、気が付きました…

　（ーー；）

え〜と…　反省します…

「たかだか恋愛！人生賭けるようなもんじゃないだろうッ！」は…

えぇ〜＜（－－；）＞…

非常に失礼。かつ無配慮、かつ、無神経…
な、

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE


セリフでございました…_（ーー；）＿

反省します。

だって、「たかだか恋愛」に…命、？とか全人生…

とか、きみに、捨てさせたり、賭けさせたり…

したことが、いったい、過去生で何回、あったんでしょうか、ワタクシ…

　||||（－－；）|||||

ごめんなさーい…考えがまったく至りませんでした…

反省します…とにかく、（なかば口癖と化していたけど）

少なくとも、「口に出してきみにそれを言う」のは、今後、厳重に控えます…
＜（－－；）＞

貼ってある漫画は、ちょうど（「偶然」！）一昨日、読んだんですが…。

「俺が目指すのは絶対的な個のチカラ」…
　…＜（〜〜；）＞…

それだそれだ…（－－；）

「わたし一人がガンバッテ！全ての人を救いたい」とか…

https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0
Self Control(方舟に曳かれて)Live -TM NETWORK 

…うわ〜恥ずかしい〜＜（００；）＞…

〜現世で最近言う、「中２病」ってやつですね〜…

　||||（－－；）||||

https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0


じっさい、こうして「単独行動」してみると…

肩書きも才能も血筋や身分も、ＰＫも記憶力も演算能力も…

アプリもメモリも、ほとんど何も、持たずに生まれてきた今生の私は、

「独断専行」「まわりを見てない」「勝手なことばかりする」と…

（－－；）

言われ続けてきた、その通り…

無力で無防備で無神経で、そのうえ傍若無人。の、

ただの…、嫌なやつ…（－－；）…。

（そしてまったくの役立たず…！）

なんでこんな私を、きみらみたいにバランス良くなんでも出来てる人たちが、

そんなに気に入ってくれてるのか、それは本当にイマイチよく解りませんが…（－－；）

（すいませんね。）

まぁとにかく。（＾＾；）

反省しました。（＾＾；）

一曲貼って逃げますッ

https://www.youtube.com/watch?v=R-BP0U-LY1k
一途な恋fakePV 

 
編集する

https://www.youtube.com/watch?v=R-BP0U-LY1k
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502181051136978


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日11:12
…「自己弁護」（言い訳！）のため一曲増量しましたがｗ
（＾＾；）

価値観はひとそれぞれだし、私はワタシで、何千回？生まれ変わろうとも、

「じぶんが幸せになるより先に、ほかの人を幸せにしてあげたい」で…

タマシイに染みついちゃったクセは、抜けないんじゃないかと思うんですが…

（－－；）

「わたしを幸せにしないと、

　自分が幸せになれない」という「価値観」のひとが、

「一緒に転生している」わけで…
（＾＾；）

これは…え〜と…

「他の人にしておけ！」て言ったら、またもっとぐれるだろうから…

（＾＾；）（私だって嫌だし！）

すいません。「異なる価値観の相互平和共存（両立）」に関しては、

…今後の努力検討課題。ということで…
（＾＾；）

 
 

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


「たかだか恋愛！人生賭けるようなもんじゃないだろうッ！」は…　（2015年2月18日
）

http://85358.diarynote.jp/201502181051136978/

（一曲増量ｗ）…ＮＧ…！＜（〜〜；）＞〜反
省だけ？なら、りすにも出来るッ…（た
ぶん…）。
2015年2月18日 恋愛 コメント (1)
 
おそようございます。

１０：１７です。

３連休の中日。

札幌はプラス２℃。

無風で曇天。平穏。

土鍋でご飯を炊いてます。

おなかがぺこぺこです。

昨日は結局、幽体離脱系を３回くらいやって、

ろくに食べてなかった（＾＾；）ので、

ちょっとカラダに負担がかかってます。

今日の予定は、地震があろうとなかろうと…お風呂ッ！

　o（＾ｗ＾；）o…

「大きな揺れ」が来るのは、たぶん遅めの時間帯じゃないかな〜…
とか思ってますが、

ワタクシ、３．１１の時も、

「今日一日は揺れないだろう…」と、

http://85358.diarynote.jp/201502181051136978/
http://85358.diarynote.jp/201502181051136978/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502181051136978/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4088794567/


「極楽湯」の湯船で寝くたれてるときに、

「浴槽津波」で腰抜かしてたやつですから…

　ｗ（－－；）ｗ

「私が油断しているときは、要注意」です、皆さん…☆

　ｗ（－－；）Ｗ

さて。ごはんは炊けたので、蒸らしてます。

情報チェックの前に、昨日の妄想系の続きにいきます…

「反省会」です。（－－；）

まず音楽。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
LOOKING AT YOU

昨日、（前項）、

＞一人では生きていけない

は、「私に聞かせたらヘソを曲げるＮＧワード」だ…と、書きましたが。

　（＾＾；）

そのあと脳内で（１ワード１万回リフレインが鬱陶しくなって）

お定まり？の文句を（脳内で）連続して叫ぼうとして、ふと、

（ガクゼンと）ようやく、気が憑き…もとい、気が付きました…

　（ーー；）

え〜と…　反省します…

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE


「たかだか恋愛！人生賭けるようなもんじゃないだろうッ！」は…

えぇ〜＜（－－；）＞…

非常に失礼。かつ無配慮、かつ、無神経…
な、

セリフでございました…_（ーー；）＿

反省します。

だって、「たかだか恋愛」に…命、？とか全人生…

とか、きみに、捨てさせたり、賭けさせたり…

したことが、いったい、過去生で何回、あったんでしょうか、ワタクシ…

　||||（－－；）|||||

ごめんなさーい…考えがまったく至りませんでした…

反省します…とにかく、（なかば口癖と化していたけど）

少なくとも、「口に出してきみにそれを言う」のは、今後、厳重に控えます…
＜（－－；）＞

貼ってある漫画は、ちょうど（「偶然」！）一昨日、読んだんですが…。

「俺が目指すのは絶対的な個のチカラ」…
　…＜（〜〜；）＞…

それだそれだ…（－－；）

「わたし一人がガンバッテ！全ての人を救いたい」とか…

https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0

https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0


Self Control(方舟に曳かれて)Live -TM NETWORK 

…うわ〜恥ずかしい〜＜（００；）＞…

〜現世で最近言う、「中２病」ってやつですね〜…

　||||（－－；）||||

じっさい、こうして「単独行動」してみると…

肩書きも才能も血筋や身分も、ＰＫも記憶力も演算能力も…

アプリもメモリも、ほとんど何も、持たずに生まれてきた今生の私は、

「独断専行」「まわりを見てない」「勝手なことばかりする」と…

（－－；）

言われ続けてきた、その通り…

無力で無防備で無神経で、そのうえ傍若無人。の、

ただの…、嫌なやつ…（－－；）…。

（そしてまったくの役立たず…！）

なんでこんな私を、きみらみたいにバランス良くなんでも出来てる人たちが、

そんなに気に入ってくれてるのか、それは本当にイマイチよく解りませんが…（－－；）

（すいませんね。）

まぁとにかく。（＾＾；）

反省しました。（＾＾；）



一曲貼って逃げますッ

https://www.youtube.com/watch?v=R-BP0U-LY1k
一途な恋fakePV 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日11:12
…「自己弁護」（言い訳！）のため一曲増量しましたがｗ
（＾＾；）

価値観はひとそれぞれだし、私はワタシで、何千回？生まれ変わろうとも、

「じぶんが幸せになるより先に、ほかの人を幸せにしてあげたい」で…

タマシイに染みついちゃったクセは、抜けないんじゃないかと思うんですが…

（－－；）

「わたしを幸せにしないと、

　自分が幸せになれない」という「価値観」のひとが、

「一緒に転生している」わけで…
（＾＾；）

これは…え〜と…

「他の人にしておけ！」て言ったら、またもっとぐれるだろうから…

（＾＾；）（私だって嫌だし！）

https://www.youtube.com/watch?v=R-BP0U-LY1k
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


すいません。「異なる価値観の相互平和共存（両立）」に関しては、

…今後の努力検討課題。ということで…
（＾＾；）



どうせぜんぶ夢とマボロシ。 　（2015年2月18日）

http://85358.diarynote.jp/201502181119512857/

「生きろ！」（-１+３）。
2015年2月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)

あらやだ、震源、北上してますね…？
（００；）

https://www.youtube.com/watch?v=kNQR4JSZSaU
TMN THRILL MAD NATURAL 

じゃなくて、やっぱり一昨日の予感通り、「次の津波は対岸から来る」のか…。

地震マップ @eq_map 
· 1 分 1 分前 
【M5.0】NORTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km 2015/02/18 10:41:12 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1vUpMZS (USGS)http://j.mp/1LaolK2

地震マップ @eq_map 
· 39 分 39 分前 
【M5.0】NORTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km 2015/02/18 10:16:17 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Fq0LZB (USGS)http://j.mp/1DCn5wI

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M5.0】MAULE, CHILE 99.2km 2015/02/18 09:47:24JST, 2015/02/18 00:47:24UTC
(G)http://j.mp/1JotxN0 (USGS)http://j.mp/1ACqFrP

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 

http://85358.diarynote.jp/201502181119512857/
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【M5.2】NORTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km 2015/02/18 09:48:30 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MvBQWr (USGS)http://j.mp/1DCmpHV

https://www.youtube.com/watch?v=lhFFF8GIN6I
TM NETWORK - LET’S GET AWAY

ご飯たべてお風呂に入って、いつ死んでも生きても、全力で！

後悔のないよう、最大限、自分らしく、行動したいと思います…。

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=fdkRbrYyHz0
TM NETWORK〜FANTASTIC VISION

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日11:55
…あ、「言葉にできない」返し。だった…ｗ

（この曲、今日初めて発見♪）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日12:42
めも１、

「目の前で飛び降り自殺」の

反省文。

http://j.mp/1MvBQWr
http://j.mp/1DCmpHV
https://www.youtube.com/watch?v=lhFFF8GIN6I
https://www.youtube.com/watch?v=fdkRbrYyHz0
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502181119512857
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めも２、

ものすごい全身全霊で、津波を食い止めようとしている魂たちがいます。

「それは執着と言いますが…」と、苦笑いして溜め息ついてる上級神がいます。

いのちすべては

ほんとうに愛されている。

それが、魂のシステム。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日18:08
ボリビアまで揺れてる…
(・ω・;)(;・ω・)

日本は小康状態ですね。

食糧買い込んで帰ります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日19:38
無事帰投。

報告以上。

今日はもう寝ます。(^_^;)

北関東大震災が近づいてるよ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日20:20
太陽電磁波乱れ。

オーロラ発生。

地磁気乱れ。

http://85358.diarynote.jp/
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浜岡原発、スパイク乱発中。

四国沖と紀伊沖で地震。

フクイチ無理やり

煙トレイル直撃中。

アメリカのワシントン地下７km？でＭ４地震。核攻撃説あり。

睡魔来襲中。

今回の出撃は長くなりそうです…

おやすみ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日1:52
浜岡原発の事故は間違いないですね。

数日前から書いてますが、

静岡山梨と愛知からはソッコー退避。

ただし関西は全域ダメです。

しいて言うなら長野を抜けて新潟から海路で札幌ルートはまだしばらく使える。

たぶん。

岐阜はあまり勧めない。

抜けるなら急いで。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日1:55
どうせぜんぶ夢とマボロシ。
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先にゴミ出しとか片してきます。　（2015年2月19日 ）

http://85358.diarynote.jp/201502190754508018/

【避難警告／拡散希望】（2月19日の朝記）。
2015年2月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

【再掲＝拡散希望】

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日1:52

浜岡原発の事故は間違いないですね。

数日前から書いてますが、

静岡山梨と愛知からはソッコー退避。

ただし関西は全域ダメです。

しいて言うなら長野を抜けて新潟から海路で札幌ルートはまだしばらく使える。

たぶん。

岐阜はあまり勧めない。

抜けるなら急いで。

http://85358.diarynote.jp/201502190754508018/
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おはようございます。

起きてます。

体調良好。

和７縄、と変換されましたｗ

07時50分。
札幌はマイナス１℃。

晴天無風。

今日は日本周辺では大きい地震は無いもよう…（だといいなぁ）
(^_^;)

先にゴミ出しとか片してきます。

ではまた。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2月17日 
気をつけた方がいいです

ヤバイと思ってんだろうね、政府も。

「内閣府の検討会は17日、房総半島沖から三陸沖の日本海溝、北海道沖の千島海溝で
発生する地震に関する初会合を開き、最大級の地震の規模や津波などの想定見直しに

向けた議論を始めた 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
静岡県 御前崎市のモニタリングポスト
今日の昼前から線量の異常値が断続的に出ていたけど、17時ごろから、また線量が上
昇してますね。（機器確認中）になってないから故障ではないかな。原因はなんだ

ろう？ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/567986368577552384/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/567986368577552384/photo/1


· 13時間 13時間前 
「17日：M6.9 三陸沖地震の震源位置を修正」
実際の震源で計算すると、予想される津波の到達時刻は１０分ほど早まっていた。

詳細（http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015562981000.html …） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568005260578398208/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
昨日のような（3.11震源域の三陸沖）で大地震があると
今度は「地震が少なかった場所で地震が起こる」この傾向は3.11後、度々ある。今日
は「大阪、四国沖、和歌山沖」特に四国沖は、この８年間に、僅か14回しか有感地震
がなかった震源。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
マグニチュード6.9 三陸沖の余震。

今日は、21時現在で（マグニチュード2.5以上）の余震が、19回発生してる。1時33分
に（マグニチュード5.7）の最大余震が起こってますので、まだ油断はできませんね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
19時20分：和歌山南方沖の地震

震度は小さいけど、結構な規模の地震。　震度が小さいと「な〜んだ。震度1じゃん。
しょぼいねえ。平気だよ」なんて言う人もいるけど「マグニチュード」で判断すべき

だよね。日本はどうしても「震度」で判断する。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 

18日 23時59分
富山・岐阜県境：マグニチュード3.8：深さ311.5km

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015562981000.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568005260578398208/photo/1


19日 00時05分
本州北部東方沖（宮城沖 海溝の外側）マグニチュード3.8：深さ43.0km



「とても苦しかったよ！」と涙声の魂たちの「お迎え」。　（2015年2月19日）

http://85358.diarynote.jp/201502192119471014/

静や静、静のオダマキ、繰り返し…
2015年2月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=OsrlVxdpWpA&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32
Rain - Ryuichi Sakamoto 

あの頃あの星で、お互い何回、生まれ変わってはマヌケなすれ違いを繰り返していたのか、精確

なところは思い出せやしないけど。

最後のとき、敵味方に分かれて、それでも…

「この星を、人類を、こんなバカな戦争で、終わりにしてはいけない！」って…

気持ちは、通じていたよね？

…今回は、どうなるんだろうね、この星…。

　（＾＾；）
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もう笑っちゃうしか、ないよねぇ…

https://www.youtube.com/watch?v=DOHl2M4tvL0&index=31&list=RDzpBOJMGHr6A
筝・十七弦・尺八による「戦場のメリークリスマス」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 
こんな事は言いたくないけど言う

3.11の時は、3月9日に大きな地震で「気象庁会見：今後、震度5程度の余震」とか言っ
てて、2日後の3.11にマグニチュード９の巨大地震ですからね。異常な地震が続いてい
ても「震度」が出てないと公表しないからね。「異常なデータ」なら広く公表すべき

だよね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
三陸沖の地震が止まりませんね

今日だけで、宮城沖で（M2.5以上）の地震が、18時現在で20回も起こってるけど、震
度が出てないので無警戒。でも回数的には異常です。何もなければ、なかったで良し

として、念のため東北は注意した方が良いですね

私の「ただの勘」だと、「今度は南」なんだよね…
（－－；）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
静岡県 御前崎市のモニタリングポスト

昨日と同じように、今日19日も異常値が出ていますね。別のモニタリングポスト（静
岡県 島田市：中央公園）でも、若干、上昇中です。近くのかたは問い合せた方が良い
ですね。２日連続は変です

ちなみに書き忘れてたけど、昨夜の【幽体離脱系ボランティア】後半戦。

https://www.youtube.com/watch?v=DOHl2M4tvL0&index=31&list=RDzpBOJMGHr6A


（－－；）

日本海溝の…崖ッ淵に無数の亀裂が入ってまして…
（－－；）

岩盤ごと崩れ落ちて行くので、泳ぐ力の弱い底生生物は哀れ奈落の底へ落ち込みつつ、水圧で

ぺしゃんこになって死んでしまうんです…

「とても苦しかったよ！」と涙声の魂たちの「お迎え」と、運よく助かりそうなコたちは崖っぷ

ちからほいッと放り上げて延命してあげました…。

崖、崩れてますよ。

日本海溝の…。（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=LRZA2zY1xaY&list=RDzpBOJMGHr6A&index=27
【箏】千本桜弾いてみた【Manon】.avi 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 40分 40分前 
これ、たまたまラジオを聞いてたけど

かなりズバズバと、監督が言ってましたよね。

「宮崎駿 監督がTBSラジオで、安倍総理を批判」
http://lite-ra.com/2015/02/post-872.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568371241825878016/photo/1

エカシ、良いお顔になられました…

https://www.youtube.com/watch?v=LRZA2zY1xaY&list=RDzpBOJMGHr6A&index=27
http://lite-ra.com/2015/02/post-872.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568371241825878016/photo/1


１．「妄想恋愛系」の論点？整理…。　2015年2月19日

１．「妄想恋愛系」の論点？整理…。（＾＾；）
2015年2月19日 恋愛 コメント (3)
 
（承前）さて。前にも貼りましたが、この２曲。

https://www.youtube.com/watch?v=hy8DwVEpyz8&list=RDYxxNafzT5No&index=10
【若旦那　月の光が俺たちを照らして】

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
中島みゆき「恩知らず」

…どっちの気持ちも、ものすごくよく判る…（＾＾；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=y2W0jBNyDRo
TM NETWORK - SAD EMOTION 

１．私がガンバッテルと、きみがもっと無理をする。

２．きみが無理し過ぎてて、怪我をしたりする。あるいは、私のために、という「たかだか恋愛

」ごときの「私情に流されて」（みっともなくも！）、

いつもとても高いはずの「社会的立場」とか周囲の評価を、

あっさり全放棄しちゃうところを、

…見るのが嫌なので、きみを遠ざける…。

３．きみが悲嘆してぐれちゃうので、私はもっと困る。（悲しい）。

４．哀しいので、きみをもっと遠ざける。

５．きみがさらにぐれる。

（１〜５、永遠リフレイン。）

　…＜（－－；）＞…

過去生で何度も「合流できてる」のに、

http://85358.diarynote.jp/201502191012466921/
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ちゃんと幸せに「一生一緒に」いられた記憶が（たぶんほとんど）無いのは…

…（－－；）…

さて。改善すべき問題ポイントは、どこなんだ…。

https://www.youtube.com/watch?v=vajUsmisNFQ
藤田麻衣子-運命の人 

（やっぱり私…？（－－；）…★）
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日10:35
そこだ。（＾＾；）

価値観というか、「優先すべき順位」が真逆なんだ。

＞「たかだか恋愛」ごときの「私情

＞いつもとても高いはずの「社会的立場」とか周囲の評価

きみはいわゆる「恋愛至上主義者」（？ちょっと違う？）らしいけど、

そのためにきみがあっさり（でもないのだろうとは思うけど）

「捨ててしまえる」ものが…

私が欲しくて、すごく努力している（つもり）なのに、

けっして、かつて一度も、手に入れられたためしがないもので…

（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=vajUsmisNFQ
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「それ」を「たかが私のため」に、捨ててしまう…

というきみが、なんというか…

「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」！（＞＜ｐ）！

という意味で…

腹が立って、平手打ち。とか、そういう…（＾＾；）…☆

（ごめん。ってばっ！）

とりあえずこれだけは弁解したい。

私は「対人関係処理能力」が（極端に）低い！

きみみたいに普通に自然に沢山の仲間とわいわいやっていける性格の人が、

羨ましくてしかたがないッ！

　o（＞＜ｐ）o

…なのに、なんで、そんな大事な仲間とか職責とかを、

あっさり捨てちゃえるんだ〜っっっっっ！

…って、ところで、「私が怒ってた」んだっていう部分は…

きみだって、全然、「理解していなかった」！と、思う…。

（続く！）

（本日は「リアルライフ優先」で、



掃除と料理して、区役所と本屋いって、

帰ってきたら洗濯して、

明日からバイトは３連勤だよ〜ん…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日10:54
つまりあれだね。

お互い、怒ってるポイントが、

「自分がこんなに大事にしているものを、あなたは何故そんなに粗末に扱うのか！」って…

完全に、「似た者同士」の、

「喧嘩両成敗」。…

…(・_・;)…

ソウゼツなる規模の？

痴話喧嘩に巻き添え喰らってる「関係者一同」の皆さま…

たいへん、ご迷惑おかけしてまして、(・_・;)

申し訳ございません…
m(_ _)m

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日11:07
だってお互い社会的進退を懸ける勢いで、部下の迷惑すら省みずに大口論やらかしてるのに…

(・_・;)

あれ、お互い主張してたのは、
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「なんでもっと自分自身を大事にしないんだッ！」

って…(・_・;)…

同じ、本音…？

（…「関係者」一同、砂吐いて石化して、砂漠化しているのが視えてます…
約一名が笑い死んでて、

約一名が涙目ですね…

(^人^;)
 
 
 
 



信じたままで、幸せに、死んでいきたいです…。　（2015年2月19日）

http://85358.diarynote.jp/201502190938017077/

０．（妄想恋愛系「論点整理」の前フリ）。

2015年2月19日 恋愛 コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
TM NETWORK / JUST ONE VICTORY 

（「１」を先に書き始めていたのですが、

ハナシがばらけてしまったのでこっちを先に増殖。）（＾＾；）

んで。

昨夜は早々から【幽体離脱系ボランティア】に駆り出されまして…

海の中で、何万体いるのかわからない巨大な魚群がまるごと、

少し苦しんでからあっという間に絶命…していくのを…
みんなで輪になって取り囲んで、

「お出迎え」と「送り出し」（すでに地球上には受け入れ生体容量がないので、別の次元？か別

の惑星に、例外的超長距離送迎です…）…。

なにしろ「仮死状態」クラスで爆睡してるわけで、霊界往復の副効果？で心身は浄化されまくり

。さらに昨日、源泉かけ流しで「出トックス」もし過ぎたようで…

（＾＾；）

午前１時過ぎ、ふと目を覚ましたら、うっかり、

「脳内麻薬様物質」まで、全廃棄してしまっていたらしく…

「妄想系」の「気配」がすべて「感じとれなく」なっていたので…、
（００；）

…やっぱり全部すべてユメマボロシ、私の脳内が「準創造」した「妄想の被造物」にすぎなかっ
たのか…（＞＜；）…

と、全世界を否定したくなりましたが…

（＾＾；）

（「ストレス」が「妄想エネルギー減」なのは間違いないので、

「手におえない問題」ストレスが足りなく（＾＾；）なって

「頭が醒める」と、…

「理性」は当然、幻覚だの妄想だのの実存を全力で否定にかかって、

「現実的」かつ「冷静」に、

「リアルな社会生活上の問題に対処せよ」…と、指令を発してくるわけですが…）

しかしだね。（＾＾；）

ただの妄想なら、私の「生存」を、

少なくともモノゴコロついて「ここは地獄だ！」と気が付いた

御年わずか５歳のミギリ（－－；）からだね…

支え続けてくれるほどの、エネルギーとリアリティーが、保ちえる？ものでしょうかね…？

小島 郁子（こじま いくこ）『2008』（第6巻）に登場。40歳。「コンビニ店員惨殺
事件」の犯人。勤務先のコンビニエンスストアで同僚を含む4人を殺害し、事件後に自
宅で自殺した。要介護者の父親を抱えており、仕事と介護を両立させていたが、虚言

癖や少女趣味があり、周囲の評判は芳しくなかった。父親の事が原因で婚約解消され

た過去を持つ。若い恋人との痴情のもつれから、犯行を犯したものと思われていたの

だが…。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86_%E2%80%95%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E2%80%95

どうかお願いです。神でも紙でも悪魔でも。

これがすべてただの「私の脳内にだけ存在するマボロシ」に過ぎないものであるならば…

こんなに美しく切なく、幸福な「夢」を…

ただひたすら「信じていられる私」ほど、幸福な存在仕様はありません…。

お願いです。

「夢なら、醒まさないで下さい。」

（＾＾；）

一生…

http://85358.diarynote.jp/201502190938017077/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502190938017077/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4592145364/
https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86_%E2%80%95%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E2%80%95


このまま。

信じたままで、生きて、

信じたままで、幸せに、死んでいきたいです…。

https://www.youtube.com/watch?v=bUB_duuQY5c
TM NETWORK / I am（TM NETWORK CONCERT -Incubation Period-）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日9:57
ちなみに青木より、

「岡部のおっさん」のほーが「私の好み」だ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日9:58
ここに貼るのは「ナルニア国物語」の『銀のいす』でも、良かったんだけどね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日9:59
貼ってある曲の前後は入れ替えました☆

https://www.youtube.com/watch?v=bUB_duuQY5c
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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「なんでもっと自分自身を大事にしないんだッ！」　（2015年2月19日）

http://85358.diarynote.jp/201502191012466921/

１．「妄想恋愛系」の論点？整理…。（＾＾；
）

2015年2月19日 恋愛 コメント (3)
 
（承前）さて。前にも貼りましたが、この２曲。

https://www.youtube.com/watch?v=hy8DwVEpyz8&list=RDYxxNafzT5No&index=10
【若旦那　月の光が俺たちを照らして】

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
中島みゆき「恩知らず」

…どっちの気持ちも、ものすごくよく判る…（＾＾；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=y2W0jBNyDRo
TM NETWORK - SAD EMOTION 

１．私がガンバッテルと、きみがもっと無理をする。

２．きみが無理し過ぎてて、怪我をしたりする。あるいは、私のために、という「たかだか恋愛

」ごときの「私情に流されて」（みっともなくも！）、

いつもとても高いはずの「社会的立場」とか周囲の評価を、

あっさり全放棄しちゃうところを、

…見るのが嫌なので、きみを遠ざける…。

３．きみが悲嘆してぐれちゃうので、私はもっと困る。（悲しい）。

４．哀しいので、きみをもっと遠ざける。

５．きみがさらにぐれる。

http://85358.diarynote.jp/201502191012466921/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502191012466921/
https://www.youtube.com/watch?v=hy8DwVEpyz8&list=RDYxxNafzT5No&index=10
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https://www.youtube.com/watch?v=y2W0jBNyDRo


（１〜５、永遠リフレイン。）

　…＜（－－；）＞…

過去生で何度も「合流できてる」のに、

ちゃんと幸せに「一生一緒に」いられた記憶が（たぶんほとんど）無いのは…

…（－－；）…

さて。改善すべき問題ポイントは、どこなんだ…。

https://www.youtube.com/watch?v=vajUsmisNFQ
藤田麻衣子-運命の人 

（やっぱり私…？（－－；）…★）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日10:35
そこだ。（＾＾；）

価値観というか、「優先すべき順位」が真逆なんだ。

＞「たかだか恋愛」ごときの「私情

＞いつもとても高いはずの「社会的立場」とか周囲の評価

きみはいわゆる「恋愛至上主義者」（？ちょっと違う？）らしいけど、

そのためにきみがあっさり（でもないのだろうとは思うけど）

「捨ててしまえる」ものが…

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


私が欲しくて、すごく努力している（つもり）なのに、

けっして、かつて一度も、手に入れられたためしがないもので…

（－－＃）

「それ」を「たかが私のため」に、捨ててしまう…

というきみが、なんというか…

「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」！（＞＜ｐ）！

という意味で…

腹が立って、平手打ち。とか、そういう…（＾＾；）…☆

（ごめん。ってばっ！）

とりあえずこれだけは弁解したい。

私は「対人関係処理能力」が（極端に）低い！

きみみたいに普通に自然に沢山の仲間とわいわいやっていける性格の人が、

羨ましくてしかたがないッ！

　o（＞＜ｐ）o

…なのに、なんで、そんな大事な仲間とか職責とかを、

あっさり捨てちゃえるんだ〜っっっっっ！

…って、ところで、「私が怒ってた」んだっていう部分は…

きみだって、全然、「理解していなかった」！と、思う…。



（続く！）

（本日は「リアルライフ優先」で、

掃除と料理して、区役所と本屋いって、

帰ってきたら洗濯して、

明日からバイトは３連勤だよ〜ん…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日10:54
つまりあれだね。

お互い、怒ってるポイントが、

「自分がこんなに大事にしているものを、あなたは何故そんなに粗末に扱うのか！」って…

完全に、「似た者同士」の、

「喧嘩両成敗」。…

…(・_・;)…

ソウゼツなる規模の？

痴話喧嘩に巻き添え喰らってる「関係者一同」の皆さま…

たいへん、ご迷惑おかけしてまして、(・_・;)

申し訳ございません…
m(_ _)m

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
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2015年2月19日11:07
だってお互い社会的進退を懸ける勢いで、部下の迷惑すら省みずに大口論やらかしてるのに…

(・_・;)

あれ、お互い主張してたのは、

「なんでもっと自分自身を大事にしないんだッ！」

って…(・_・;)…

同じ、本音…？

（…「関係者」一同、砂吐いて石化して、砂漠化しているのが視えてます…
約一名が笑い死んでて、

約一名が涙目ですね…

(^人^;)



きみには言葉できちんと伝えておかないと伝わらないんだ。　（2015年2月19日）

http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/

+1（＋２）　だいじょうぶ。復活した。
2015年2月19日 恋愛
 
あっためてくれてありがとう。＞約１名。

心配かけてすいません。＞その他の皆様。

しかしながら、「前世の自分が死ぬ瞬間の薄ら笑い」とかいう、

とても寝覚めの悪い記憶再現の夢（－－；）を、体感付きで再体験して（視て）生き還ってきて

しまったので、おすそ分けしてあげましょう…★

（もうこのくらい胃が痛くて恨めしい痛い験のあとで魂の受けた傷に釣り合う曲といったら、こ

れくらい最強のやつしかないわ…★）

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
戦場のメリークリスマス 

そこは地球ではない、懐かしい、いつものあの星。

地球でいえばドイツかベネルクス三国のような気候風土と文化の土地柄。

（地球でないと推測する理由は緑や山岳地が少なくほとんど平坦な土地だから。そしてキリスト

教とか絶対善とか、自殺は悪、といった概念がないから。しかしながら同性間恋愛は、厳禁では

ないまでも、あまり歓迎もされていない。）

そんな土地の、たまに密入国者や越境隣国軍との小競り合い（実弾飛び交う小戦闘）がある地

域の、海沿いの辺境警備隊の基地長を務めている私。

配属されて間もない新卒副官の君が、留守を預けたにも関わらず放り出して、

偵察部隊のほうで突発的交戦に入った私の安否を案じて、あとを追いかけて来てしまって、

結果、留守部隊を危険にさらした。

命令きかない部下は前線に置いておけないと、平手打ちで叱責のあげく後方教育部隊に突っ返し

http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k


た私。

せめて声をふりしぼって最後に「元気で」と、

言ったのに、君は、思いっきり恨めしそうな顔して、

「無理です！」と…

バタンとドアを叩き閉めて、出て行った。

その後、あいたくてあいたくて、何度も哭いてた私のことなんか、もちろん君は知りやしない。

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

その後まもなく、ささいな理由で除隊して、行く先知れずになったと聞いた。

二度と遭えない。恨まれてるし、合わせる顔もない…と、黙って煩悶の挙句。

胃に穴あけて、吐血して、しかし

（こんなみっともない理由で、部下の前で、執務室の床に血を吐いたり出来ない…！）

と、我慢して飲み込んで、肺に逆流して、窒息死…

（…まぬけすぎる…！）

苦しんだのはほんの数分。

ふっと「魂が抜けだして」…ふりむいた自分の顔が…

「やっと！　これで逢いに行ける…！」と…

にんまり薄ら笑っていたのが、いっそのことナサケナイ…

…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A


https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&index=7&list=RDzpBOJMGHr6A
Ryuichi Sakamoto- ’Merry Christmas Mr Lawrence’ 

もちろんすっ飛んで、まっしぐらに逢いに行ったよ。

霊感の無いきみだけど、まるで超新星のように光り輝いてすっ飛んで行って胸に激突した私だっ

たから、その一瞬だけは何かに気がついたようだった。

（いや！もう二度と離れたくない！）と…

私（死霊）が、あんまりごねるので…

お迎えの天使さんたちが、ずいぶん手を焼いたみたいさ…。

（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=pXfVkQtXc9g&list=RDzpBOJMGHr6A&index=46
戦場のメリークリスマス 

…きみは、そんな私のことなどちっとも知ろうともしないで、

私のことばっかり、恨んで、責めるんだ…（－－；）…

いつだって、私のことを哭かせているのは、他でもない、きみが一番悪い…！

きみにきちんと伝えられない、感情表現力がすっぽり欠落していた私がいちばん悪いんだけど。

https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&index=7&list=RDzpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=pXfVkQtXc9g&list=RDzpBOJMGHr6A&index=46


私だってきみのことをたっぷり逆恨みしていることくらいは…

知っておいて、くれるとたすかる…

　（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=1jccLuSZBOM&index=34&list=RDzpBOJMGHr6A
箏独奏による戦場のメリークリスマス 

おかげさまで、あれからずいぶん時間がたって、私もすこしは学習しました。

（－－；）

きみには言葉できちんと伝えておかないと伝わらないんだ。

不便…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=9Aw_Oqq-rw8&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32
Rin’ - Merry Christmas Mr. Lawrence 

https://www.youtube.com/watch?v=2-9CnV_cLsE&list=RDzpBOJMGHr6A&index=21

https://www.youtube.com/watch?v=1jccLuSZBOM&index=34&list=RDzpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=9Aw_Oqq-rw8&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2-9CnV_cLsE&list=RDzpBOJMGHr6A&index=21


Rin’ - Innocence
 



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

http://85358.diarynote.jp/201502191118532553/

１.５。
2015年2月19日 恋愛 コメント (11)
（承前）

ひとつ断言できる。(`ヘ´)

きみは、

かつて一度たりとも、

「私がきみを嫌って遠ざけた」ことなど無い！

…ってことが、

まったく解っていないッ！

(-_-#)

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日13:11
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また再会して、

またきみを

（わざとじゃないが）苛めて、

またきみを

哭かせてしまうくらいなら、

もう二度と遇う機会がなくても

我慢する。

きみは、笑っていて、下さい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日13:57

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

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

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:01
一番大切なきみのために、

一番大切なきみ自身を

手放して耐えたのに、

きみはそれでは嫌だと

さらに哭く。

http://85358.diarynote.jp/
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…

天知る、

地知る、

我知る。

…恥じるべきことなど
何も無いが…

どこかで選択肢を

間違えたのだとしたら。

やり直すべき箇所は、

どこだ？ (-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:34
区役所終了。

浜岡原発「冷却不能」サイン。

鼻先３ｍの札幌な日常生活と、

現存地球生態系の全崩壊と、

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

いて…

http://85358.diarynote.jp/
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…(-"-;)…

お腹がすきました…

(-_-#)

なんか喰って帰ろっと！

(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:59

あんなに悲しくて悔しくて、

あんなに沢山、何度も哭いたのにッ（＞＜。）。。

…客観的には、どう見ても、

「我がきみをコッピドクふった！」

という形になっていて…(-"-;)

誰も私に同情してくれない。

(-_-#)

ってあたりが、

一番業腹だなぁ…(-"-;)

…っていうか…
(・_・;)

どんだけ「恋愛音痴」だったんだ、私…。。。(〃_ _)σ‖

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

2015年2月19日15:06
（しかしながら）

私に言わせれば、

あの場合、

きみのほうが悪いッ！(`ヘ´)！

（断言）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

あんなに頑張って、我慢して、決断して、慣れない根回しなんかもして…

我慢して、

いっぱい哭いたのにッ

…あたしが悪者か〜っっ！
（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日17:03
それとは別に、

なんか体調がおかしい。

自律神経(∋_∈)失調症再発？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月19日17:30
無事帰投。

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

「思い出し胃潰瘍再発」って…

ばかすぎるっ！(`ヘ´)

とりあえず寝ますっ！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日18:10
胃〜た〜い〜…っ！（＞＜。）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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+1（＋２）　だいじょうぶ。復活した。　2015年2月19日

+1（＋２）　だいじょうぶ。復活した。
2015年2月19日 恋愛
 
あっためてくれてありがとう。＞約１名。

心配かけてすいません。＞その他の皆様。

しかしながら、「前世の自分が死ぬ瞬間の薄ら笑い」とかいう、

とても寝覚めの悪い記憶再現の夢（－－；）を、体感付きで再体験して（視て）生き還ってきて

しまったので、おすそ分けしてあげましょう…★

（もうこのくらい胃が痛くて恨めしい痛い験のあとで魂の受けた傷に釣り合う曲といったら、こ

れくらい最強のやつしかないわ…★）

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
戦場のメリークリスマス 

そこは地球ではない、懐かしい、いつものあの星。

地球でいえばドイツかベネルクス三国のような気候風土と文化の土地柄。

（地球でないと推測する理由は緑や山岳地が少なくほとんど平坦な土地だから。そしてキリスト

教とか絶対善とか、自殺は悪、といった概念がないから。しかしながら同性間恋愛は、厳禁では

ないまでも、あまり歓迎もされていない。）

そんな土地の、たまに密入国者や越境隣国軍との小競り合い（実弾飛び交う小戦闘）がある地

域の、海沿いの辺境警備隊の基地長を務めている私。

配属されて間もない新卒副官の君が、留守を預けたにも関わらず放り出して、

偵察部隊のほうで突発的交戦に入った私の安否を案じて、あとを追いかけて来てしまって、

結果、留守部隊を危険にさらした。

命令きかない部下は前線に置いておけないと、平手打ちで叱責のあげく後方教育部隊に突っ返し

た私。

せめて声をふりしぼって最後に「元気で」と、

http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k


言ったのに、君は、思いっきり恨めしそうな顔して、

「無理です！」と…

バタンとドアを叩き閉めて、出て行った。

その後、あいたくてあいたくて、何度も哭いてた私のことなんか、もちろん君は知りやしない。

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

その後まもなく、ささいな理由で除隊して、行く先知れずになったと聞いた。

二度と遭えない。恨まれてるし、合わせる顔もない…と、黙って煩悶の挙句。

胃に穴あけて、吐血して、しかし

（こんなみっともない理由で、部下の前で、執務室の床に血を吐いたり出来ない…！）

と、我慢して飲み込んで、肺に逆流して、窒息死…

（…まぬけすぎる…！）

苦しんだのはほんの数分。

ふっと「魂が抜けだして」…ふりむいた自分の顔が…

「やっと！　これで逢いに行ける…！」と…

にんまり薄ら笑っていたのが、いっそのことナサケナイ…

…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&index=7&list=RDzpBOJMGHr6A

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&index=7&list=RDzpBOJMGHr6A


Ryuichi Sakamoto- ’Merry Christmas Mr Lawrence’ 

もちろんすっ飛んで、まっしぐらに逢いに行ったよ。

霊感の無いきみだけど、まるで超新星のように光り輝いてすっ飛んで行って胸に激突した私だっ

たから、その一瞬だけは何かに気がついたようだった。

（いや！もう二度と離れたくない！）と…

私（死霊）が、あんまりごねるので…

お迎えの天使さんたちが、ずいぶん手を焼いたみたいさ…。

（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=pXfVkQtXc9g&list=RDzpBOJMGHr6A&index=46
戦場のメリークリスマス 

…きみは、そんな私のことなどちっとも知ろうともしないで、

私のことばっかり、恨んで、責めるんだ…（－－；）…

いつだって、私のことを哭かせているのは、他でもない、きみが一番悪い…！

きみにきちんと伝えられない、感情表現力がすっぽり欠落していた私がいちばん悪いんだけど。

https://www.youtube.com/watch?v=pXfVkQtXc9g&list=RDzpBOJMGHr6A&index=46


私だってきみのことをたっぷり逆恨みしていることくらいは…

知っておいて、くれるとたすかる…

　（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=1jccLuSZBOM&index=34&list=RDzpBOJMGHr6A
箏独奏による戦場のメリークリスマス 

おかげさまで、あれからずいぶん時間がたって、私もすこしは学習しました。

（－－；）

きみには言葉できちんと伝えておかないと伝わらないんだ。

不便…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=9Aw_Oqq-rw8&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32
Rin’ - Merry Christmas Mr. Lawrence 

https://www.youtube.com/watch?v=2-9CnV_cLsE&list=RDzpBOJMGHr6A&index=21
Rin’ - Innocence

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jccLuSZBOM&index=34&list=RDzpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=9Aw_Oqq-rw8&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2-9CnV_cLsE&list=RDzpBOJMGHr6A&index=21


 
 



著作権無視。(^人^;)　2015年2月19日

著作権無視。(^人^;)
2015年2月19日 恋愛 コメント (2)
 
 

この１頁を貼りたいがためだけに、

一度手放した本を１０８円で買ってきた。

(^_^;)

『ぼくを包む月の光』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%82%92%E5%8C%85%E3%82%80%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%85%89

参照『ぼくの地球を守って』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%82%92%E5%AE%88%E3%81%A3%E3%81%A6
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日0:47
次は南が揺れるよと書いたら、

バヌアツが凄い事態に…
(・_・;)

脳内一斉通報で

「はぁにゅ〜の〜やど〜は…」と、流れ始めました…

大事な人と分かれている人は、大至急合流して！

いよいよ始まりますよ〜っ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日5:53
おはよう。

揺れまくりだね。

(・_・;)

次は何処かなんて、

予測するだけムダな作業だな…
(-"-;)

全地球ロシアンルーレット。

(・ω・;)(;・ω・)

しかもマシンガンでだ…
(-"-;)
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ちきしょう！まだ胃が痛いッ！　2015年2月20日

ちきしょう！まだ胃が痛いッ！（怒りの涙目）。（＞＜＃）。。

2015年2月20日 恋愛 コメント (7)
 
誰のせいだ、誰のッ！(-_-#)

こんど遇ったら絶対にボコッてやるっ！＼(`O´）／

（非暴力主義一時私情で返上）

（…俺様ウェイファンなモードに戻りつつありますが…(^_^;)

まだ胃が痛いのは本当…(∋_∈)
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日10:10
激眠再発。(∋_∈)
まだ遠いけど、かなりでかい。

…揺れるなぁ…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日10:31
胃が痛いせいで肩まで痛い。

(-"-;)
誰のせいだ？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月20日10:39
七日間？生き抜けって？

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日14:56
ぅわ、キテたかＭ６。(・_・;)

どおりで電話が鳴らないと思った。(^。^;)

まだ来るよ〜…南？
（わかんない）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日15:02
曲は最初ずっと聞こえてたのが「七日間戦争」ＣＤ版で…、

そういえば私ら、革命やってた回もあったねぇ…(^_^;)…

（ていうか、もはや自分でも、どれが前世記憶でどれが未来でどれが妄想や「創作」だか、

判んなくなってるんだけど…

┐(’〜`；)┌

たいがい、

「そして二人は死ぬまで幸せに一緒に暮らしました」

…に、なってくれないのが、

哀しいかな、たぶん「史実」で…
(∋_∈)

まぁそれはおいといて。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日15:06

http://85358.diarynote.jp/
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２曲目。ナイツオブザナイフ。

長髪美人さん。

ヘッドホン聴きながら耳コピでキーボード弾いてた？(^。^;)

羨ましい才能だ。(^_^;)

そのうちいつか

リアルで聞かせて下さい…

（あ、私の代理でボコ殴りをどうもありがとう某氏ｗ）

以上、妄想日記終わり。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日20:48
混ざらなくていいから。(-"-;)

てか、合奏とかずるいだろ。

(-_-#)

私だけハブかい★
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KAGUYA／RISU。（歌あり。）　2015年2月20日

KAGUYA／RISU。（歌あり。）
2015年2月20日 恋愛
 
（承前）

このパターンだよね？　＞

　♪　o（＾ｗ＾）o　♪

やったぁ！

やっと還れるぅ！（＾＾）！

あれだけしんどかった前半生、

自殺をせず、踏ん張って、

踏みとどまって、頑張って、

ツッパリとおした甲斐があった！

やっと赦して貰えた！

やっと「お迎え」に来てもらえた！

還れる！　還れる…！

　♪　！（＾０＾）！　♪

https://www.youtube.com/watch?v=dpy6AnEvvu8
TMN / Nights Of The Knife
 
ひみつ日記

病んでんなぁ、私ｗ

http://85358.diarynote.jp/201502202335028705/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063342328/
https://www.youtube.com/watch?v=dpy6AnEvvu8


ｗ（＾＿＾；）ｗ

 
 
 
 



どっかのバカのせいで涙腺壊れて涙と鼻水が止まらないッ　（2015年2月20日）

http://85358.diarynote.jp/201502200602219919/
「毎日１６時間勤務 ３６０日連続勤務も可能 厚労省 残業代ゼロ」
2015年2月20日 労働／対価　 コメント (3)
 
だってさ。┐(’〜`；)┌

まぁ働く以前に、

住んでられない、

フクイチ遇う主ビッツ。

なんだけどね…

(ノ-o-)ノ　┫
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日6:40
「バヌアツ揺れると日本も揺れる」

「２月２２日がこわい」

さっきは霊界一斉通信で「新世界より」が鳴ったんだよね…
(-"-;)

後で貼ります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日6:41
 
どっかのバカのせいで涙腺壊れて涙と鼻水が止まらないッ

(ToT)

http://85358.diarynote.jp/201502200602219919/
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今日はバイトなのに〜ッ(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:00
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 18時間 18時間前 
タカタの倒産は時間の問題

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150514/k10010079591000.html …
なぜこうなった？

国内の熟練工員を「労賃が高く儲からない」という理由でリストラしメキシコなど労賃の安い海

外に工場移転

ひたすら金儲けの論理で慣れない工員に過重労働をさせ追い詰め、

怒った工員が仕事を手抜き
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今度また、死んだときには…逢いに行っても、いいよね…。　（2015年2月20日）

http://85358.diarynote.jp/201502200837422909/

…新世界より…？（－－；）？…★
2015年2月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

あらためまして、みなさんおはようございます。

０８：０９です。

札幌はプラス１℃。晴天無風。

バイトは中番。

さて。何故このタイトルでこの漫画が貼ってあるのか、

解らない人は大至急読みましょう…（＾＾；）…
生きてるうちに…！

さて。前項コメント欄にも書きましたが。

昨夜は「霊界関係者一斉送信」で？

「埴生の宿」が、鳴りました…
https://www.youtube.com/watch?v=cKISXaXnYoc
高畑勲★名作【火垂るの墓】「 埴生の宿 Home, Sweet Home 」

これ、「戦争なんてやってる場合じゃない」

（一斉強制停戦）の、合図。ですね…

そして次には、「新世界より」のワンフレーズが一斉送信されました…

（どうせならやはり、モノラル録音でもカラヤンでしょうと探して貼る…。）
（注：演奏時間４１分４７秒！）

https://www.youtube.com/watch?v=kc1Vsyqky1Q
ドヴォルザーク： 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 《新世界より》　
カラヤン 1964 

（…あ、「私が生まれた年」の録音なんですね、これ…☆）
　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

これはつまり…「世界一新」の、始まりの合図の曲なわけで…

てことはつまり…

次に、鳴り響くのは…？？？

第一のラッパ吹き

『ヨハネの黙示録』第8章7節にてラッパを鳴らす。 それにより雹や火を地上に降らし
、地上の三分の一を焼き払う。

第二のラッパ吹き

『ヨハネの黙示録』第8章8節にてラッパを鳴らす。 それにより海の三分の一を減らす
。

第三のラッパ吹き

『ヨハネの黙示録』第8章10節にてラッパを鳴らす。 それによりニガヨモギの星を川
に落とし、地上の川の三分の一を毒にする。

http://85358.diarynote.jp/201502200837422909/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091304257/
https://www.youtube.com/watch?v=cKISXaXnYoc
https://www.youtube.com/watch?v=kc1Vsyqky1Q


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%99%E7%A4%BA%E9%8C%B2%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%91%E5%90%B9%E3%81%8D

ちなみに「ニガヨモギ」＝「チェルノブイリ」…放射性物質の、ことです…。
（－－；）

まぁ、続きはご自分で検索してくださいな…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 15分 15分前 
VANUATU：バヌアツ
日本時間の昨夜（19日22時ごろから）大きな地震が４回おこってますね。いずれも（
震源の深さ10km）　ここは「バヌアツの法則」という噂が昔からある震源域なので嫌
な感じですね。

シナトラ・ベイシー @SINATRA_BASIE · 27分27分前 
505：M7.74(東京都)：2015/02/19(木) 22:59:16.14 ID:http://i99MULEr0.net 
あかんきてもうた

http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6593.html …
バヌアツでM6.4の地震発生、その後もM5.4、M5.1と続く

たなち @nata_nati99 · 2時間2時間前 
バヌアツ揺れると日本も揺れる(・ω・)

赤い魔女・中村なな @Nana809 · 9時間9時間前 
ここが揺れると国内で揺れるジンクスがありますよね RT @Boppo2011: ◆バヌア
ツM6.5
2/19 22:18JSTに発生しました
国内対応 M6.5± 2/21〜28 確率85%
危険度レベル４+(要注意) 2/20〜21 

Ayaya @cole0000 · 9時間9時間前 
ﾊﾞﾇｱﾂM5.4発生。これで3連発。
先日の三陸沖M6.9、M5.7が発生する前にもﾊﾞﾇｱﾂ3連発後でした。偶然かもしれませ
んが。

国内、揺れに警戒してください。#地震 
https://twitter.com/cole0000/status/568424209476485122/photo/1

BOPPO @Boppo2011 · 9時間9時間前 
◆バヌアツM6.5
2/19 22:18JSTに発生しました
国内対応 M6.5± 2/21〜28 確率85%
危険度レベル４+(要注意) 2/20〜21 
https://twitter.com/Boppo2011/status/568413315166109696/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1月26日 
またバヌアツか。最近、多い

【magnitude 5.2】VANUATU 143.8km 　日本時間2015年1月26日 8時55分　
（http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000tj11#general_summary …
）

ここで揺れると日本の２つプレートが刺激を受けやすい 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/559517598723739649/photo/1

みえないばくだん @hopi_domingo · 1月23日 
バヌアツが揺れると日本にも影響が…
近くのトンガ、火山噴火で島が出現してるし〜

"@fuhgetsu
2015年1月23日12時46分 南太平洋・バヌアツ諸島 【M7.0】D33.0km

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%99%E7%A4%BA%E9%8C%B2%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%91%E5%90%B9%E3%81%8D
http://i99muler0.net/
http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6593.html
https://twitter.com/cole0000/status/568424209476485122/photo/1
https://twitter.com/Boppo2011/status/568413315166109696/photo/1
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000tj11#general_summary
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/559517598723739649/photo/1


http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00nim2j3 …"
https://twitter.com/fuhgetsu/status/558480068884717568/photo/1

…あ〜…（－－；）

オーストラリアもダメだな、これは…

https://www.youtube.com/watch?v=pQ2WeVJ7_PQ
あなたに会いたい　　Ｖｉｋｉ

https://www.youtube.com/watch?v=kWfJVC75nu8
秒速5センチメートル

…自殺しないよ…

がんばって生きてくよ…

今度また、死んだときには…

逢いに行っても、いいよね…。
 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00nim2j3
https://twitter.com/fuhgetsu/status/558480068884717568/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2WeVJ7_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=kWfJVC75nu8


以上、妄想日記終わり。(^_^;) 　（2015年2月20日）

http://85358.diarynote.jp/201502200947406638/

ちきしょう！まだ胃が痛いッ！（怒りの涙目）

。（＞＜＃）。。

2015年2月20日 恋愛 コメント (7)
 
誰のせいだ、誰のッ！(-_-#)

こんど遇ったら絶対にボコッてやるっ！＼(`O´）／

（非暴力主義一時私情で返上）

（…俺様ウェイファンなモードに戻りつつありますが…(^_^;)

まだ胃が痛いのは本当…(∋_∈)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日10:10
激眠再発。(∋_∈)
まだ遠いけど、かなりでかい。

…揺れるなぁ…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201502200947406638/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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2015年2月20日10:31
胃が痛いせいで肩まで痛い。

(-"-;)
誰のせいだ？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日10:39
七日間？生き抜けって？

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日14:56
ぅわ、キテたかＭ６。(・_・;)

どおりで電話が鳴らないと思った。(^。^;)

まだ来るよ〜…南？
（わかんない）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日15:02
曲は最初ずっと聞こえてたのが「七日間戦争」ＣＤ版で…、

そういえば私ら、革命やってた回もあったねぇ…(^_^;)…

（ていうか、もはや自分でも、どれが前世記憶でどれが未来でどれが妄想や「創作」だか、

判んなくなってるんだけど…

┐(’〜`；)┌

たいがい、

「そして二人は死ぬまで幸せに一緒に暮らしました」

…に、なってくれないのが、

哀しいかな、たぶん「史実」で…

http://85358.diarynote.jp/
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(∋_∈)

まぁそれはおいといて。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日15:06
２曲目。ナイツオブザナイフ。

長髪美人さん。

ヘッドホン聴きながら耳コピでキーボード弾いてた？(^。^;)

羨ましい才能だ。(^_^;)

そのうちいつか

リアルで聞かせて下さい…

（あ、私の代理でボコ殴りをどうもありがとう某氏ｗ）

以上、妄想日記終わり。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日20:48
混ざらなくていいから。(-"-;)

てか、合奏とかずるいだろ。

(-_-#)

私だけハブかい★

http://85358.diarynote.jp/
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てことで海底「送迎」ボランティアの呼び出しがかかっているので、バスで帰ります…
　（2015年2月20日）

http://85358.diarynote.jp/201502202043263102/

ずるっとね。。。。(〃_ _)σ‖
2015年2月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
日本海溝が、今度は亀裂じゃなくて、斜めに剥離した巨大岩盤が、ずるっと滑落していくのが視

えるよ。(∋_∈)

私の大好きなアメフラシさんや深海魚さんが沢山死んでしまうので私は哀しい。

(T_T)

これのあと、海が激しく濁る。

海流にも異変が出ると思う。

てことで海底「送迎」ボランティアの呼び出しがかかっているので、バスで帰ります…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日21:29
無事帰投。

体調は問題なし。

精神失調はもうこれ以上悪化のしようも無いし。(^_^;)

いま哭いてる？

ちょっと「頭ポンポン」しといてやって下さい。

言い訳は後で書きます。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502202043263102/
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もうじき私は死ぬんだ。(^_^;)　（2015年2月20日）

http://85358.diarynote.jp/201502202258107144/

やっと解った。(^_^;)
2015年2月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

もうじき私は死ぬんだ。(^_^;)

それで私が魚たちの

「送迎」に行くように、

君たちが少し早めに、

迎えに来てくれてるんだ。

(*^_^*)

だから、「嘘じゃない」のに、

リアルでもないんだ。(^。^;)

淋しくなくていい。o(^-^)o

あと少しの命なら、

http://85358.diarynote.jp/201502202258107144/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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せいぜいがんばって、

…漫画をたくさん読もうかな…

(‾ー+‾)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4分 4分前 
阿蘇山も17日の三陸沖地震後、約2か月ぶりに「連続噴火」が、1時間だけ止まり、ま
た連続噴火中です。やはり東北の地震活動と九州の火山帯は連動してる。3.11の時も同
じ

画像は京都大学の阿蘇山火口カメラ。右上の新たな噴気が気になりますね 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568781869753348096/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
今日の朝から地中カウント数が、やや高くなるエリア。

山口県〜広島、岡山付近の「瀬戸内海〜安芸灘〜伊予灘〜備後灘」あたり。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568781869753348096/photo/1


病んでんなぁ、私ｗ　（2015年2月20日）

http://85358.diarynote.jp/201502202335028705/

KAGUYA／RISU。（歌あり。）
2015年2月20日 恋愛
 
（承前）

このパターンだよね？　＞

　♪　o（＾ｗ＾）o　♪

やったぁ！

やっと還れるぅ！（＾＾）！

あれだけしんどかった前半生、

自殺をせず、踏ん張って、

踏みとどまって、頑張って、

ツッパリとおした甲斐があった！

やっと赦して貰えた！

やっと「お迎え」に来てもらえた！

還れる！　還れる…！

　♪　！（＾０＾）！　♪

https://www.youtube.com/watch?v=dpy6AnEvvu8
TMN / Nights Of The Knife

http://85358.diarynote.jp/201502202335028705/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063342328/
https://www.youtube.com/watch?v=dpy6AnEvvu8


 
 
 
 
 
 
ひみつ日記

 
病んでんなぁ、私ｗ

ｗ（＾＿＾；）ｗ



（２０１５年２月）（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年２月）

（下旬）
 
 



いかん、やはりこれを貼らなくては…ｗ　2015年2月21日

いかん、やはりこれを貼らなくては…ｗ
2015年2月21日 恋愛 コメント (1)
 
http://85358.diarynote.jp/201502202335028705/

これの分で一曲ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DJ3Di182m_Y
アリス　チャンピオン

がんばったよ。私。

だれも認めてくれなくても。

きみにまた、怒られて放り出されても。

がんばったんだよ、これでも。

精一杯、がんばった。つもりなんだよ…

https://www.youtube.com/watch?v=AeKRFZX5d8Y
アンジェラ・アキ　『手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 2014』 

…まだ…

赦して、もらえませんか…

http://85358.diarynote.jp/201502210106079636/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日4:47
ぶははははｗ

おかしな精神状態に陥ったまま泣き寝入りして、ふわっと目が覚めてから時計が鳴ったなと、

思ったら、すぐそばでＭ５。

┐(’〜`；)┌

こりゃやっぱり、札幌直下とか泊原発直撃地震もアリか…

(・ω・;)(;・ω・)
 
 
 
 

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502210106079636
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めも。「誰か僕を喚ぶ声がする」。　2015年2月21日

めも。「誰か僕を喚ぶ声がする」。

2015年2月21日 恋愛 コメント (8)
 
写真と本文は関係ありません。

ＤＮさんの携帯から入力画面が時差ぼけしてるだけ。

(-.-;)

学生時代、自殺したくなる度に聴いてて最近すっかり忘れてた曲を

唐突に思い出したので後で検索してみよう。

昨夜もしかして自分はもうじき死ぬのか仮説が浮上してしまってから少し泣いて、

なんか全身の力が抜けてしまったが、

おそらく本当は、このくらいのほうが健康にも社会適応のたむにも良い。(-.-;)

私がずって必要以上にガンバリ続けてしまうのは、役立たずなら殺される、という前世記憶の恐

怖感と、私が死んだら人質も殺される、という強迫観念から、逃げられてないせいだから。ね…

(-_-#)

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日13:50
今日は脳内でも誰も遊んでくれません。(;_;)

中島みゆきだけが延々リプレイしている…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日18:50
あ、その後の脳内送信フォローありがとう。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502211340437464/
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iPodに入れたの？
安全運転でね！

私は徒歩帰宅中です。

胃と脾臓の間が変にひっつれて痛い以外はマウモンタイ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:15
どっかの捜索隊に参加しているソウルチームメイトの誰かが、窒息寸前だった子どもを泥の中か

ら救出。o(^-^)o

生きてた良かった！(^o^)／

…やっぱかなり津波被害が拡がってるよ南太平洋。(・_・;)

ていうか、波高は低いの。

島が…陥没というか沈降してるの…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:44
波高数十cmのミニチュア津波が幾つも幾つも、何百という島の間の狭い水路を走り抜けては互い
に相殺したり相乗したりし合っているので、突発的かつ局地的に数ｍの竜巻波が沿岸を襲ってる

。(∋_∈)

通信なんてとっくに途絶えてる地域だから、ニュースにならない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:55
必要なのは破傷風の薬だね…
(・_・;)
陸路も海路も使えないから、誰か薬草の知識のある古老を探して。

白人語は通じないから通訳もいる。

教会関係の女性ボランティアをつかまえて相談してみて。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日20:03
食料！ヽ（・＿・；）ノ

降るならマナよ降れ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日20:44
「来るぞ〜っ！」と書く前に

来てたねＭ６。┐(’〜`；)┌

さっき視たのはジャワ島だったらしい。

彼は無事。

おやすみ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日22:11
0
499
655.
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雑記と追記と「赤い糸」…♪　2015年2月21日

雑記と追記と「赤い糸」…♪
2015年2月21日 恋愛 コメント (1)
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry_bpaKDcAo
時代 -ライヴ2010〜11- (東京国際フォーラムAより) 

はい復活〜☆！（＾へ＾；）！…？

まぁ、へこんでもすぐに復元するのさ、「りす頭」だから…

（中島みゆきの「砂の船」は、悠宙舞さんではまともに聴けない！

ということが判明しました…

いいもん。（＾＾；）脳内記憶再現演奏のほうが細部まで完璧だし、

自分で歌ったほうが、そのへんのクソカバーバージョンよりも上手いし…☆）

あ、かわりにちょうどぴったり？なの見つけた…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=CDD2trwj7tc&index=2&list=PL7E90068B71F49120
中島みゆき　ｂｙ　時は流れて
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いや、「ぴったり」じゃなかったな…ｗ（＾＾；）ｗ
「私」、ぜんぜん、変わってない。バカが治ってないもん…☆

さて訂正です。私、「すぐには死なない」みたいです。

（＾＾；）

それでも…５０年も…！
！（＾＾；）！

「自殺せずに、がんばって、自分一人で生きた」ので…、

「霊界転生落第科目の再履修単位取得認定」が出て…

それで、

「交信とってもよし！」という霊界許可が出たので、

さっそくかまいに来てくれた。

みたいです…（＾＾；）☆

（いや私はずっと「気配」は視えてたんだよ…
　でも、向こうはワタシのほうからちゃんと視えてる、おぼろげながら記憶だってある。という

ことが、

「わかってなかった？」みたい…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=zziimeaeRy8
中島みゆき 『問題集』アルバムトレーラー [公式] 

ずっと逢いたくてしかたがなかった懐かしい人たちと、

いきなり急に「双方向通信」が成立したんで、

ちょっとかなり、べっくらして、

逆に悪い方向に想像力が働いちゃったです…☆

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=zziimeaeRy8


ぉおおお…（＠＠；）…

懐かしすぎる…！
https://www.youtube.com/watch?v=ha-dgJJqIwg&list=PL7E90068B71F49120&index=4
世情 - 中島みゆき /1978 - アナログレコード再生 - PIONEER PL-61 /EPC-205 MK3 

ちなみに銀座の反戦パレードのド真ん中とかで、これよく超巨大美声？で、

歌ってましたよ、私…♪

あと前項コメント欄の「救出劇」について…。

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M4.7】SOUTH OF JAVA, INDONESIA 32.5km 2015/02/21 19:37:00JST, 2015/02/21
10:37:00UTC
(G)http://j.mp/1D07sOu (USGS)http://j.mp/1DIlmWS

これだったみたいです。

（＾＾；）

んとね、ごめん。「ちゃんと覚えてない」けどたぶん、

「革命やってた」回の、別隊の隊長だった彼じゃないかと思うんだけど。

「あのときの私」を覚えていて、今回、なんかの先生？（有機農業指導とか？）でJAVAにいて…
、

村の子どもが高さ５０〜６０cmぐらいの高波で足元さらわれて、そんなに遠くまで流されたはず
はないけど、水が引いたあと一面の泥野原になってしまって、見つからない…！

と、いう状況で、「私」を召喚してくれた。

「これこれの状況なんで、日が落ちて真っ暗になる前に、見つけてくれっ！」と…、

「昔」のように頼まれたので。

https://www.youtube.com/watch?v=ha-dgJJqIwg&list=PL7E90068B71F49120&index=4
http://j.mp/1D07sOu
http://j.mp/1DIlmWS


いや（＾＾；）今生の私、あの時みたいに精確無比な「ＰＳＹ持ち」じゃないんですけど…（
－－；）

と、思いつつ、「視えた」範囲で教えたの。

「倒れないで残ってる鉄パイプの、足が四角いコンクリ土台になってる、駐車場の鎖ささえみた

いな棒ある？　それグラグラ揺らしてみて。で、左腕を後ろに回して、その先を探してみて！」

って…

したら、「いた〜！生きてる〜っ！」って…

聴こえた。！（＾o＾）！

引き潮に曳かれる途中で、シャツのはしがパイプに引っかかって、千切れながらも身体を引き留

めてくれて、そのうえから泥がかぶさってたから、上からは視えず、気絶してたから、窒息して

ても死なないで済んだみたい…☆

（＾＾）良かった。良かった。

https://www.youtube.com/watch?v=EWEl0-SX4oQ&index=12&list=PL7E90068B71F49120
暦売りの歌(「夜会VOL.16」より） / 中島みゆき [公式] 

その後、とにかく集落の人は、ひとりも死なないで済んでた！

のがわかって、夕日に向かって拝んでたんだけど…

日没時間が日本（札幌）より４〜５時間遅い？みたいなんで、「あれ？バヌアツとかじゃな

いな…？」と、思って、地震情報みたら、ジャヴァだっく…☆

まぁとにかく。

きれいな夕陽が観れて（＾ｗ＾）お得だったよ♪

https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM&list=PL7E90068B71F49120&index=10
一期一会 / 中島みゆき [公式] 

https://www.youtube.com/watch?v=EWEl0-SX4oQ&index=12&list=PL7E90068B71F49120
https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM&list=PL7E90068B71F49120&index=10


地震。まだ来ます。どんどんきます…。

皆さん、生きていられるうちに、後悔の無いように、行動してね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=9XCHPIPuL9M
糸。クリス・ハート

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日23:19
…どっちかってと「時は流れて」の未練ったらしさと鬱陶しさは…
…ｗ（ーー；）ｗ…
「きみの歌」…？？（－－；）…？
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9XCHPIPuL9M
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502212305525993
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


「目の前で飛び降り自殺の回」。の、反省文…（2015年2月21日）

http://85358.diarynote.jp/201502210012562309/

【粗筋添付】「目の前で飛び降り自殺の回」。

の、反省文…、（－－；）…（以下略！）
2015年2月21日 恋愛 コメント (1)
　

さっきのコメント欄の

http://85358.diarynote.jp/201502202043263102/
は、

これね。（＾＾；）

http://76519.diarynote.jp/200606212242310000/

なんか「枕かかえてダダ哭き」してる気配だったから。

先にコレ読んじゃったんじゃないかと思って。

（＾＾；）

ちゃんとこっちに解りやすくあらすじ書き直して、謝罪と反省文！とか書いておこうとか、思っ

てたんだけど…

そういうこと（前項）なら、いいや。

「直接会えた」ときに。

土下座して、直接謝ります…

＜（－－；）＞…。

（実際、「その後」の転生のたびに、異様に心配性で過保護になって、それでかえって関係がギ

クシャクのドタバタになっちゃったのって…

あの時のトラウマ。のせいだよねぇ…？

http://85358.diarynote.jp/201502210012562309/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502210012562309/
http://85358.diarynote.jp/201502202043263102/
http://76519.diarynote.jp/200606212242310000/


（－－；）★

◎前世夢？より『崖（仮題）』のあらすじ

○最初の夢？で見た、イントロとラストシーン。

　主人公の少年（私）は軍人になる訓練を受けている。制服は茶色。黒髪・黒い瞳・

茶色の肌。級長？なので訓練の後の片づけを点検したか何かで一人遅れて寄宿舎に戻

る途中、兵営のグラウンドをつっきってやってくる騎乗の人物を見る。黒馬に黒い制

服のエリート部隊の士官候補生。支配民族である白い肌。髪の色は薄い。はじめ遠か

ったし、あとは逆光だったので、顔はよく判らない。

　校長室の場所を聞こうとして？、その人物は斜面を馬でつっきって私の方へ来る。

質問に答えて敬礼して別れるはずのところ、相手が「……どこかで会った事がな
いか……？」と言う。「……私もそんな気がしてたんですが……」と、2人して、どこ
で会ったんだっけー？と、出身地の情報交換をする。“私”は見るからに被差別民族とわ
かる外見であるにも関わらず、全然そんなのに拘らずに親しげに話しかけてくれる

ので、すごく感動するのだが、気後れして戸惑ってもいる。結局、向こうが、親の都

合で子供時代に南部の沼沢地方の駐屯地（“私”の出身地の近く）で2年ぐらい過ごした
ことがあったから、その時にどっかで一緒に遊んだんだろうか？みたいな話に、双方

どうも自信はないが結論づけておく。向こうの連れ（同じ部隊の友人）が後から追い

ついてきたので挨拶して別れるのだが、その時に、被差別民と話しこんでいた自分を

恥じるでもなく、ごく普通に（嬉しそうに）、「この後輩は同郷で、幼なじみなんだ

」と友人に紹介してくれるので、すごく嬉しくもあるし、驚く。

　その後、彼の所属の部隊全体が私のいた兵営に転属されて来ることになり、訓練の

行き帰りなどに偶然出会うと挨拶を交わす中になる。私の側からは恐れ多くて近づけ

ない相手だが、向こうがわざわざ（周囲の一部のヒンシュクを気にも止めず）寄って

きては「調子どうだー？」とか話しかけてくれる。すごく嬉しいのだが“私”は感情表現
が極端に乏しくもある。それでもめげずに嬉しそうに、見かける度にとことこ寄って

きてくれる。

　“私”は自分の生命にまったく執着してなかった（早く死にたかった）ので、逆に有能
きわまりない兵士になってしまい、被差別民であるにも拘らず学年？の代表を務め、

初陣以降きわだった手柄を立て続けて注目を浴びてしまっている。白人種からは妬ま

れる反面、同族からは「侵略者に誇りを売った裏切り者！」と石を投げられる立場で

あり、まったく孤独である。

　向こうの部隊がどこかへの征服戦で大手柄を立てて戻り、昇進して百人隊長になる



事になる。明日は任官式？のために首都へ出発しようという日の午後、わざわざ“私”を
呼び出して、「副官にはお前を指名するから、用意しといてくれ」と、すーっごく嬉

しそぅーに言う。「これからずーっと一緒にいような」という主旨のセリフも聞いた

気がする☆

　……で、“私”はそれが、すごくすごくすごく複雑で。嬉しくて泣きたくもあるがそれ
以上に、混乱しきったまま「これで終わりだ……」という絶望を強く感じていて。そ
の夜のうちに身辺を整理して、翌日、大河沿いに船で出発する一行の中で、「なんだ

アイツは見送りにも来ないでー★」とグレている向こうが、他の戦友たちが「見送り

崖の上に人がいる」と騒ぎ始めたのを聞いてふっと見上げ、かなり遠かったにも関わ

らず一目で“私”だと見分けて、一瞬、「なんだ、また民族の違いなんてのを引け目に感
じて、あそこから見送ろうって言うんだなー？」と苦笑いしたのも束の間、その船を

見おろしながら（このシーンは視点が入り乱れてぐちゃぐちゃ）“私”は、あっさり木柵
を乗り越えて飛び降りてしまった。

（ここで“私”の記憶は途切れてて、あとは向こうのまわりを幽体になってウロウロして
いたらしく、相手の“心の声”だけが“主観”と化している。）
　パニックを起こして半狂乱から呆然自失になったまま仲間にひきづられて任官式に

参列し、戻って来たところで校長室？で遺品と遺書を渡されて“私”の自殺の理由（ただ
し後で考えるとその一部に過ぎないが）を知る。犯罪であり恥ずべきこととされてい

た同性愛の感情を相手に対して持っているので、副官になって同じテントで寝起きな

んて、とても出来ません……という主旨で。「それなら一緒に追放刑を受けたって
良かったのに」とかの問題発言を向こうが吐く（ので“私”はものすごく焦る）が、校
長は“私”と私たちに対して好感を持っていてくれた数少ない人物の一人だったので、聞
かなかったフリをしてくれる。

　その後、彼は一刻も休まずに自分と“私”を責め続け、「あんなにあっさり死ぬことは
なかったじゃないか。勝手だ。ひどすぎる。相談してくれれば少なくとも一緒に考え

て結論を出すことぐらいは出来たはずだ…！」と、ずーっとぐるぐる同じ事だけを考
えている。「他の副官なんかいらない！」と断って百人隊を一人きりで完ぺきに仕切

ろうとして夜も眠らず（どうせ自責の念のせいで安眠は出来ない）、その状態で前線

に出て、かなり早く死んだんだと思う。幽霊になった“私”は、ずーっとその回りを、「
ごめんなさいごめんなさい！」と叫びながら、何ひとつ出来ずにひたすらうろうろし

ていた。

○結局のところ健＆小次シリアス本を読みながら寝入った事による妄想に違いないと

いう自覚はありながら、あまりにも哀しくて悲しくて、どーしよー……もなかった
ので、そのあと数日かけて「なんで自殺なんてしちゃったんだろう。他の方法だっ

てあった筈なのに。そもそも“私”ってなに考えてたんだー？　追放刑受けたって、兵営



の外でだって生きていけるという発想は、なかったのかーっっ?!」と怒り狂っているう
ちに、できて（甦って？）しまった設定。

　数千年の昔から同じ暮らし方をしてきた、豊かでのどかな南の沼沢地方の、歌が好

きで踊りが好きで家族を大事にして、一つの沼のまわりに一族の家が点在していて先

祖代々で住んでいる。子供たちは適齢期になると幼なじみと婚約した場合を除いて配

偶者を探しに冒険？の旅に出て、道すがらの路銀稼ぎに歌と踊りの大道芸を披露する

ので、それが近隣諸国（地中海地方？）の名物になっている。彼らの宗教は独特でお

おらかで、赤い血のもの（ほ乳類と鳥類）はすべて家族であるとして、食べないし決

して殺さない。

　北方の台地の上には騎馬と金属精錬を技とする一族がいて、互いに覇権を争い続け

ていた。ある族長がついに帝王として一族を統合した時、台地の上はあれ果てて一草

も残らず、もはや一族とその騎馬を養うだけの地力がなかった。金属製品の交易だけ

では帝王の贅沢（自らを神として聖殿を建立など）を支えられず、結果として他国へ

の侵攻をこととする一大軍事国家となった。格好の被征服地として最初期のエジキ

になったのが南の沼沢地方である。

　数世代を経て、膨れあがった北の国家には一つの伝説？が定着していた。「南の沼

沢民はひよわで迷妄な連中で、兵士として徴用しても糧食の大半を占める動物の肉を

決して口にしないので、栄養失調でフラフラになって使いものにもならない。せいぜ

い訓練の模擬敵として人間狩のマトにするのが関の山……なのだが、民族独特の身の
軽さや勘の良さを活かせれば、1万人に一人ぐらい、北の民すら感服するほどの類まれ
な名将が出る」と。

　この『1万人に一人伝説』のおかげで、“殺されても殺さない”を信条（宗教）とする
沼の民は、基本的には兵士としての適性がまったくないにも拘らず、常に一定の割

合で、少年たちを北軍に、使役され戯れに殺される為だけに差し出さねばならない。

故に、万人一人伝説の基となった数人の歴史上の“裏切り者”は、悪魔のよーに忌み嫌わ
れている。

　主人公（“私”。面倒なので仮にSとする）は、当時まだ徴兵の年齢に達していなか
った。が、大勢いた兄弟のうち長男は徴兵逃れのために事故といつわって屋根から飛

び降りて足を不具にしており、次兄は自殺or出奔してしまった。北軍の徴兵官が父母を
殴り倒して見せしめの為に処刑すると言う。Sは持ち前の運動神経で徴兵官の前にハデ
に飛び降りて、「いやだな母さん、いなくなったなんて何ボケたこと言ってるのさ

」と、2歳年上の次兄のフリをする。体格が小さすぎるので徴兵官は当然疑うが、子供
とも思えない度胸と覇気と口の達者さに、『万人一人』の片鱗を見て、「だまされた

フリを今はしてやるが、おまえが役に立たなかった時には残された家族がどうなるか

覚悟しておけよ」と脅す。Sは、オロオロするだけで為すすべのない両親や、後先考え



ずに自分たちだけが徴兵逃れを図った兄たちにものすごい憤り（怒り）を感じてはい

るが、とにかく徴兵官に連れられてその地方の兵営に連れられて行く。

　一回り小さい体格にも拘らず体力測定？の段階で早くもその俊敏さで頭角を現して

しまい（だって本気出さなけりゃ家族が……）、事情を知らないか知っていても同情
する余地のない同郷者たちからすさまじく攻撃される。彼らとしては万人一人伝説が

早く消えてしまって、北軍が南部からの徴兵は時間とカネのムダと判断する日が来る

のをひたすら待つしか手がないと思っているので、誰も彼も、徴発されてきたからに

は配給食（禁忌の獣肉！）を口にせずに衰弱して死ぬか、人間狩（訓練or祭事のイベ
ント）の日に無力な標的としてなぶり殺されるのを待つしか選択しようがないのが、

沼の民としての道だと思っている。家族の為とはいえ掟（信仰）を裏切って獣肉を食

らい、同族だろうと容赦なく叩き伏せるSは、一部の寛大な教官に目をかけられている
とは言え、北民の監視兵からは逆にイジメの標的にされるしで、ひとりでただ目をギ

ラギラさせて、生き抜くことだけを考えている。（彼が出世せずに早死にしたら、同

じ沼の者＝一族郎党＝が、なぶり殺しにあうのである）。

　そんな状態でしばらく過ぎて使役にも訓練にも耐えて生き残っていたSは、人間狩の
日に標的として追い回されたあげく果敢に反撃して北民の狩人を殺してしまう。「強

い者が正義だ」という信念を持っている北民の指導官たちは『万人一人』の候補者が

現れたと大いに喜ぶが、同族である南の沼の民たちは、「おまえ一人のせいで、また1
万人の同胞が無益に殺され続けるんだ！」と怒り狂い、信仰習慣上から直接に殺され

る危険はないものの、“事故”で手足の1本くらいは失うことになったら……と懸念した
司令官が、自分が北方に配転になった際に、Sを養子待遇として連れていく事にした。

　北方台地の旧都（かつて部族抗争時代には争奪戦の対象となっていた堅牢な首都だ

ったが、周辺の自然環境の荒廃と、拡大した国土の統治の都合で、現帝都は南の平野

部に遷都）の郊外にある広大な軍事施設は、ほぼ正方形の高い土塀で囲まれ、若い訓

練生には初陣に参加して生き残るまで外出の自由はまったくない（親の死に目とかだ

けが例外）。北民の代々の戦士の家柄の子弟を対象とした訓練施設なので肌の茶色い

南部の民はS一人である。新任の司令官（指導教官）の養子待遇という事で、万人一人
伝説のもととなったかつての英雄は北民には人気がある（全部ではなく、蔑視する奴

もいる）ので、やりようによっては友人も出来たのだろうが、性格上あまりにとっつ

きが悪すぎて孤立するが、実力は揺るぎないものがあるので一目置かれてもいる。戦

闘訓練となると勇猛果敢にして冷酷なほどなところと、徹底して寡黙で無愛想なとこ

ろが「ぜんぜん南の民らしくない」と、賛否はともかく衆目は一致している。若干

一名、友人未満だが学年長と副官として、ある程度は個人的な会話もかわす相手は一

応いる。

　この国（北方台地）は徹底した尚武の国である。強い者が正義であり、惰弱は罪悪

。女が武器をもつことはなく、名家の妻女は外出すら滅多にできない。台地は乾燥し



ており、砂嵐で摩耗しつつある街路は堅牢な石造り。緑はほとんどない。歌うことも

舞踊ることも恋をささやくこともない（結婚は親同士が政略で決め、成人と同時に縁

組みするのが普通で、逆らう自由はない。どちらにしても名家の若い男は1年の大半を
戦場で過ごすので、妻の顔も忘れるようである）。公の場では男＝戦士がみだりに笑

うことすら恥とする気風がある。Sが育った南の沼地とはあまりに違う。何ひとつ同じ
ものはない。濃い緑と豊かな風と水、同族の少女たちの幸せそうな笑顔とを、嫌って

飛び出して来たわけでは決してないSは、しかし殺人の禁忌を犯した以上、2度と郷里
では受け入れてもらえる筈はなく、すべては幻に過ぎない。自分が守ろうとしたもの

からは完全に否定され、罪悪と教えられた殺し・奪い取ることを至上の正義と考える

異民族からは、優れた才能を持つとして称揚される日々……。自分に目をかけてくれ
る北民のエリート達を憎むことも出来ず、けれどけして消えはしない違和感をうまく

伝える事もできず、「劣等民族である南の出自を恥じている」（あれだけの武勇を誇

るのに謙虚なことだ）と、周囲には誤解されるような言動でしか、親しい人間づきあ

いを避けることも出来ない。初陣で武勲をたてて生きて戻った後は比較的自由な外出

も許されてはいるのだが、外出イコール「略奪でさらってきた異族の女を買いに売春

宿に行く」誘いに同行もできず、Sの世界は四角い兵営の中に縛られている。（後で考
えれば脱走でも何でもすればよかったのだが、それで自分の手についた血の染みが消

えるわけではないし。殺人を禁忌としない他の民族の放浪芸人たちに合流するという

手だってあったのに……という知識や発想は、自殺した後で、“向こう”の意識に同調し
ていて得た。そういう“他の”世界を全然知らない子供のうちにSは徴兵されたのだ
った）。

　何ひとつ惑うことなく北民の理想である「強さと明解さ」を具現している相手（仮

にLとする）に出会った時、Sは強く魅かれた。理由なんてなくても好きにならずにい
られない磁力を備えた存在でもあったけれど。けして同化することは出来ないだろう

絶望と、痛みすら伴う違和感（……「初陣で何人殺したんだって？」と、我がことの
ように嬉しそうに誉められてしまう時の絶望感！）とが、かえって思慕の念？をつの

らせる結果になったのは事実である。相手のまっすぐで単純な好意のぶつけかたに、

ようやく混乱から立ち直って自己を分析する余裕ができた時には、すでにそれは変更

不可能な恋愛感情に育っていた。身体的には壮健きわまりない10代後半の、完全に禁
欲生活を強いられている少年に、色欲を伴わない恋愛が成立するかなんていうと、そ

れは無理な話である。どちらにしても時々たまたま出会って話をするという程度の間

柄に過ぎなかったし、表情を消すのはとっくに習慣になっていたし、S本人には同性愛
に対する嫌悪の念は薄かった（南の民は恋愛に関してはかなり大らかだった）しで、

「ばれなきゃいーや」という開き直りで、当初は逆に心の支えになってもいた。が、

兵営の同学年のなかに同性愛のカップルがいることが判明し、学年長の職務として追

放刑（すべての権利や名誉を剥奪し、奴隷の烙印を押して乞食の格好をさせ、双方を



東と西の門から石つぶてでもって追い出す）の執行に立ち会ったのだが、その際に同

性愛者に対する北の民の深刻な嫌悪と、出世や社会的地位といったものを完全に断た

れるのだという事実をまのあたりにして、「ばれたら（相手が）終わりだ」という恐

怖にひたる。（人気の高い人なだけに、ちょっとの傷でも足を引き落とそうとする敵

対者も多い。）

　……が、こっちの心情の変化になんかお構いなしに、向こうはどんどん距離を詰め
て来るんである★（Sが現役の兵になり、行動の自由や社会的立場があるていど確保さ
れたので、以前よりちょくちょく会えるようになっていた）。Lが成人して妻を迎えた
という話を聞いて、そらぞらしくも祝辞を述べなきゃいけなかった時の気分とかをは

っきり覚えている（?!）。
　そんなこんなで早く死にたい病に拍車がかかり、運がいいのか悪いのか前線に出る

度に無茶な行動をとっているのに何故か勝ち残ってしまう。（騎馬軍団のほかに馬で

引く戦車や、原始的ながら爆薬や手留弾のたぐいもあったような気がする……時代考
証は?!）
　で、前線に出れば同じテントで寝起きして完全に一心同体の暮らしをする副官と

して、ものすっごく嬉しそーに「早く百人隊長になってお前を指名したかった

んだー！」と、プロポーズされちゃった時、私はものすごくぐちゃぐちゃな顔をして

、「……わかりました」という答え方をしたんだと思う。「ああ、これで終わったん
ですね」という意味だったんだけど。向こうは当然、了承の意志表示として取るだろ

ーから、「なんだ、ちっとも嬉しそうじゃないなぁ！」という不満はあれど、私が無

表情なのはいつもの事だったから、全然気にも止めないというか、まさか自殺するほ

ど思い詰めているなんて予測もできなかっただろう……。すごいショックだったろ
うなぁ。ごめんなさいごめんなさい……★

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日0:15
…あ、（＾＾；）

あっちに書いたやつは、あくまでも「小説用」に、固有名詞とか世界設定とか、適当にくっつけ

てますけど…

（＾＾；）
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「前世記憶の夢」としては、単語とかは全然、記憶してないです。

「目で見た」ものと、「心で感じた」ことだけ、（音声データもなし）の、記憶です…。



来るよ。死濃く。　（2015年2月21日）

http://85358.diarynote.jp/201502210039467622/

来るよ。死濃く。

2015年2月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

穂高渓太郎 @hotakaktarosss · 1時間1時間前 
三陸沖などで大きめの地震が続き、近いうちに大地震が来るのではと危惧する人が

いる。個人的には九州四国付近での地震が気になる。#地震

C H I M A @chima_718 · 3時間3時間前 
震災ってこんなんなんかな

南海トラフ絶対近づいてるよな

九州から地震だんだんきていま四国あたりまで来てるもんな

まだ死にたないわ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
今日の朝から地中カウント数が、やや高くなるエリア。

山口県〜広島、岡山付近の「瀬戸内海〜安芸灘〜伊予灘〜備後灘」あたり。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568647962122788864/photo/1
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 16時間 16時間前 
VANUATU：バヌアツ
日本時間の昨夜（19日22時ごろから）大きな地震が４回おこってますね。いずれも（
震源の深さ10km）　ここは「バヌアツの法則」という噂が昔からある震源域なので嫌
な感じですね。

Taka @Hatanaka810 · 2月18日 
地震の予兆について…　岩手県北東沖・三陸はるか沖の余震は徐々に低下で、最大余
震の発生に注意!!　相模トラフ・長野県白馬の地震増加と紀伊半島－四国－九州での東
南海トラフ・南海トラフの地震増加と沖縄トラフに警戒!!　#地震 #jishin 
https://twitter.com/Hatanaka810/status/568146674603790336/photo/1

134 2 _ · 134@月14日 
また中央構造線沿いか……最近急に四国近辺の地震増えたなぁ

単身赴任15年目 @kujilucky21 · 2月14日 
中央構造線付近での地震が増えたような気がする。四国から和歌山北部から糸静構造

線に繋がる付近が増えたような気がする。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日0:40
おやすみなさい。

生きていても、

死んでいても。

本当に、ずっと。
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どこにいようと死のうと生きようと、「私らしく」「ふつうに」存在してやるさ〜ッ☆
　（2015年2月21日 ）

http://85358.diarynote.jp/201502210643071646/

殺ポロ？vs. 頭狂…？
2015年2月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M5.3】HOKKAIDO, JAPAN REGION 57.2km 2015/02/21 04:28:27JST, 2015/02/20
19:28:27UTC
(G)http://j.mp/1AdjXX0 (USGS)http://j.mp/1vPpH4a

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約60km M5.1 21日04時28分頃発生 
(G)http://j.mp/1EyscwF (気象庁)http://j.mp/1AYsVZ8

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M2.6】十勝地方 深さ97.4km 2015/02/20 23:55:57
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(G)http://j.mp/1vleEEF (Y)http://j.mp/1AXXuxP

https://www.youtube.com/watch?v=4aCtxyY37_Q
TM NETWORK - 金曜日のライオン(Take it to the lucky) 
（土曜日だけど。）ｄ（＾＾；）

あらためまして、おはようございます。

０６：２７．バイト早番。あと２０分。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日4:47

ぶははははｗ

おかしな精神状態に陥ったまま泣き寝入りして、ふわっと目が覚めてから時計が鳴っ

たなと、

思ったら、すぐそばでＭ５。

┐(’〜`；)┌

こりゃやっぱり、札幌直下とか泊原発直撃地震もアリか…

(・ω・;)(;・ω・)

どこにいようと死のうと生きようと、

私はどうせすでに「アタマおかしい」んだから、

「私らしく」「ふつうに」存在してやるさ〜ッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&list=RD4aCtxyY37_Q
TM NETWORK - Children of the New Century

https://www.youtube.com/watch?v=4aCtxyY37_Q
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&list=RD4aCtxyY37_Q


地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M2.7】東京都 深さ115.7km 2015/02/21 05:06:11
(G)http://j.mp/188fsD3 (Y)http://j.mp/1MFxrQJ

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M2.7】茨城県東方沖 深さ31.0km 2015/02/21 03:41:37 http://j.mp/1BvymzK

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M2.6】茨城県南部 深さ39.4km 2015/02/21 02:58:09
(G)http://j.mp/1GcnMN5 (Y)http://j.mp/1EybgWZ

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第4報)◆◆【M3.4】茨城県沖 深さ40km 2015/02/21 02:12:36
発生 最大予測震度2 http://j.mp/1CT1oF0

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M2.8】房総半島東方沖 深さ6.0km 2015/02/21 00:23:10 http://j.mp/1AcI2gE

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.7】栃木県北部 深さ3.1km 2015/02/20 21:48:29
(G)http://j.mp/1w4RROa (Y)http://j.mp/1CTlvoY

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw&list=RD4aCtxyY37_Q&index=9
Still love her(失われた風景) -TM NETWORK 

さて…（－－；）

ヤサグレまくった気分のままで、バイトに逝ってきますよ…。

http://j.mp/188fsD3
http://j.mp/1MFxrQJ
http://j.mp/1BvymzK
http://j.mp/1GcnMN5
http://j.mp/1EybgWZ
http://j.mp/1CT1oF0
http://j.mp/1AcI2gE
http://j.mp/1w4RROa
http://j.mp/1CTlvoY
https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw&list=RD4aCtxyY37_Q&index=9


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日7:51
 
辺野古の皆さんには心の底からお悔やみを申し上げる。

この上は一刻も早く、

この苦荷なんか棄てて、

大きな素敵なサバニを誂えて、

…ニライカナイへ、移住をしましょう…
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私がずって必要以上にガンバリ続けてしまうのは、役立たずなら殺される、という前世
記憶の恐怖感。　（2015年2月21日）

http://85358.diarynote.jp/201502211340437464/

めも。「誰か僕を喚ぶ声がする」。

2015年2月21日 恋愛 コメント (8)
写真と本文は関係ありません。

ＤＮさんの携帯から入力画面が時差ぼけしてるだけ。

(-.-;)

学生時代、自殺したくなる度に聴いてて最近すっかり忘れてた曲を唐突に思い

出したので後で検索してみよう。

昨夜もしかして自分はもうじき死ぬのか仮説が浮上してしまってから少し泣いて、なんか全身の

力が抜けてしまったが、

おそらく本当は、このくらいのほうが健康にも社会適応のたむにも良い。(-.-;)

私がずって必要以上にガンバリ続けてしまうのは、役立たずなら殺される、という前世記憶の恐

怖感と、私が死んだら人質も殺される、という強迫観念から、逃げられてないせいだから。ね…

(-_-#)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日13:50
今日は脳内でも誰も遊んでくれません。(;_;)

中島みゆきだけが延々リプレイしている…(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201502211340437464/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日18:50
あ、その後の脳内送信フォローありがとう。(^_^;)
iPodに入れたの？
安全運転でね！

私は徒歩帰宅中です。

胃と脾臓の間が変にひっつれて痛い以外はマウモンタイ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:15
どっかの捜索隊に参加しているソウルチームメイトの誰かが、窒息寸前だった子どもを泥の中か

ら救出。o(^-^)o

生きてた良かった！(^o^)／

…やっぱかなり津波被害が拡がってるよ南太平洋。(・_・;)

ていうか、波高は低いの。

島が…陥没というか沈降してるの…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:44
波高数十cmのミニチュア津波が幾つも幾つも、何百という島の間の狭い水路を走り抜けては互い
に相殺したり相乗したりし合っているので、突発的かつ局地的に数ｍの竜巻波が沿岸を襲ってる

。(∋_∈)

通信なんてとっくに途絶えてる地域だから、ニュースにならない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:55
必要なのは破傷風の薬だね…
(・_・;)
陸路も海路も使えないから、誰か薬草の知識のある古老を探して。
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白人語は通じないから通訳もいる。

教会関係の女性ボランティアをつかまえて相談してみて。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日20:03
食料！ヽ（・＿・；）ノ

降るならマナよ降れ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日20:44
「来るぞ〜っ！」と書く前に

来てたねＭ６。┐(’〜`；)┌

さっき視たのはジャワ島だったらしい。

彼は無事。

おやすみ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日22:11
0
499
655.
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ほんじつ「猫の日」。2015年2月22日

ほんじつ「猫の日」。

2015年2月22日 恋愛 コメント (1)
 
書くの忘れてた。

いやマジで。(^。^;)
ニャニャニャの日。

（２月２２日）なんだって…。

（日本語圏限定）。

ツイッタ検索。

「妄想だけでも効果あり。」

確かに！σ(^◇^;)。。。

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

私信は後で書くけど。(^_^;)

そこグリーン車？

なんか豪華な座席に乗ってんね…＼(◎o◎)／…

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日18:27
バイト終了。

プチ厄ぽかったけど大禍なし。

かと思ったらヤクザ。
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「妄想だけでも効果あり。」 　（2015年2月22日）

http://85358.diarynote.jp/201502221332254410/

ほんじつ「猫の日」。

2015年2月22日 恋愛 コメント (1)
　

書くの忘れてた。

いやマジで。(^。^;)
ニャニャニャの日。

（２月２２日）なんだって…。

（日本語圏限定）。

ツイッタ検索。

「妄想だけでも効果あり。」

確かに！σ(^◇^;)。。。

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

私信は後で書くけど。(^_^;)

そこグリーン車？

なんか豪華な座席に乗ってんね…＼(◎o◎)／…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日18:27
バイト終了。

プチ厄ぽかったけど大禍なし。
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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かと思ったらヤクザ。

 



きみがこの「ヘロヘロ髪の小柄で端整な顔の、ちっちゃいくせに気迫美女」を観て、萌
え萌え〜な理由はよ〜く解るんだけどさ…　（2015年2月22日）

http://85358.diarynote.jp/201502222356119891/

私信。（＾＾；）まいなすいち。

2015年2月22日 恋愛 コメント (1)

さて。警察にこれがバレたら「証言能力」を全否定されることカクジツな、

「妄想日誌」に戻りますよ〜…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
中島みゆき「恩知らず」

あのさ。（＾＾；）

きみがこの「ヘロヘロ髪の小柄で端整な顔の、ちっちゃいくせに気迫美女」を観て、

萌え萌え〜な理由はよ〜く解るんだけどさ…

（ちなみに「今生の私」は、あいにく小柄でも美人でもないし、

　すでに若くも可愛くもないので、残念でした…★）

http://85358.diarynote.jp/201502222356119891/
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　ｗ（＾へ＾；）ｗ

そこまで気に入る？　今日、何回リピートしてた…？？

はっきりいって★（＾へ＾；）★脳内放送、聴き飽きた…★

…と、いうことで、きみ好みの美女は見飽きたのでｗ

「私好みのイイ男♪」

特集で復讐…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=LJQ8iLPepG8
西田 敏行（もしもピアノが弾けたなら）

https://www.youtube.com/watch?v=Ddxp-MpxLZI
LOVE SONG - CHAGE and ASKA 

https://www.youtube.com/watch?v=lne4XDqaHQM
村下孝蔵 　初恋　ＬＩＶＥ　《ＰＶ》

https://www.youtube.com/watch?v=lUDqMQ-uGUM
サボテンの花　（720P）

https://www.youtube.com/watch?v=ho7796-au8U
The Jackson 5 - ABC 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjxv1fhZ-7g
美女と野獣

https://www.youtube.com/watch?v=h0vQjS0jOOo
クリス・ハート - まもりたい〜magic of a touch〜 

…とっても「イイ男たち」だと、思うんだけどなぁ…

…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=LJQ8iLPepG8
https://www.youtube.com/watch?v=Ddxp-MpxLZI
https://www.youtube.com/watch?v=lne4XDqaHQM
https://www.youtube.com/watch?v=lUDqMQ-uGUM
https://www.youtube.com/watch?v=ho7796-au8U
https://www.youtube.com/watch?v=Bjxv1fhZ-7g
https://www.youtube.com/watch?v=h0vQjS0jOOo


何故だ。なぜ、

現代日本の一般的女性陣からは、

微苦笑を頂戴してしまうんだ…？？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=_RAatyIkTnQ
KAN and I love you -LIVE- 

https://www.youtube.com/watch?v=3SWyQcAIg34
海援隊　送る言葉

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日23:56
０

４９９

７５５。
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私信。（＾＾；）まいなすいち。　2015年2月22日

私信。（＾＾；）まいなすいち。

2015年2月22日 恋愛 コメント (1)
 

さて。警察にこれがバレたら「証言能力」を全否定されることカクジツな、

「妄想日誌」に戻りますよ〜…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
中島みゆき「恩知らず」

あのさ。（＾＾；）

きみがこの「ヘロヘロ髪の小柄で端整な顔の、ちっちゃいくせに気迫美女」を観て、

萌え萌え〜な理由はよ〜く解るんだけどさ…

（ちなみに「今生の私」は、あいにく小柄でも美人でもないし、

　すでに若くも可愛くもないので、残念でした…★）

　ｗ（＾へ＾；）ｗ
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そこまで気に入る？　今日、何回リピートしてた…？？

はっきりいって★（＾へ＾；）★脳内放送、聴き飽きた…★

…と、いうことで、きみ好みの美女は見飽きたのでｗ

「私好みのイイ男♪」

特集で復讐…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=LJQ8iLPepG8
西田 敏行（もしもピアノが弾けたなら）

https://www.youtube.com/watch?v=Ddxp-MpxLZI
LOVE SONG - CHAGE and ASKA 

https://www.youtube.com/watch?v=lne4XDqaHQM
村下孝蔵 　初恋　ＬＩＶＥ　《ＰＶ》

https://www.youtube.com/watch?v=lUDqMQ-uGUM
サボテンの花　（720P）

https://www.youtube.com/watch?v=ho7796-au8U
The Jackson 5 - ABC 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjxv1fhZ-7g
美女と野獣

https://www.youtube.com/watch?v=h0vQjS0jOOo
クリス・ハート - まもりたい〜magic of a touch〜 

…とっても「イイ男たち」だと、思うんだけどなぁ…

…（＾＾；）…

何故だ。なぜ、

現代日本の一般的女性陣からは、

https://www.youtube.com/watch?v=LJQ8iLPepG8
https://www.youtube.com/watch?v=Ddxp-MpxLZI
https://www.youtube.com/watch?v=lne4XDqaHQM
https://www.youtube.com/watch?v=lUDqMQ-uGUM
https://www.youtube.com/watch?v=ho7796-au8U
https://www.youtube.com/watch?v=Bjxv1fhZ-7g
https://www.youtube.com/watch?v=h0vQjS0jOOo


微苦笑を頂戴してしまうんだ…？？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=_RAatyIkTnQ
KAN and I love you -LIVE- 

https://www.youtube.com/watch?v=3SWyQcAIg34
海援隊　送る言葉

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日23:56
０

４９９

７５５。
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警察に被害届け提出。（この私に蹴りを入れるたぁ、イイ度胸だドサンピン！）
　（2015年2月22日）

http://85358.diarynote.jp/201502221332254410/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日18:27
バイト終了。

プチ厄ぽかったけど大禍なし。

かと思ったらヤクザ。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502221829369100/

傷害罪。犯人逃走。

2015年2月22日 日常 コメント (2)
 
警察に被害届け提出。

怪我はありません。

写真は帰宅次第抹消します。

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日20:26
半田屋でカレー食べて

おなかいっぱい。o(^-^)o

ちょ〜念のため、人通りが多めの道を迂回して帰ります。

(^_^;)
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（この私に蹴りを入れるたぁ、

イイ度胸だドサンピン！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日22:11
警察の調べによると、登録されている車の持ち主と、私が証言した暴行犯の特徴が一致しない。

（しかし盗難車でもない）とのことで…、

どうも別の事件の手がかりを「偶然」提出したかのよーな気配もしたりする？

ので、…？（＾＾；）？…

とりあえず「証拠写真」はネット上から抹消しておきます。

あ、チンピラが横断歩道を塞ぐ形で止めてた車を迂回しようとして、車体にカラダが当たった

ぞどーしてくれる！と定番すぎるインネンつけられて絡まれて、

こっちが全然ひるまなかったもので、悔し紛れに腰骨めがけて一発蹴り入れてきやがって、

こっちが全然ひるまずに指つきつけて「傷害罪！」「誰かこいつ捕まえて！」と叫んだら…

路上に車を停めたまま、犯人は二本の脚で走って逃げやがりました…ｗ

（間抜けすぎる！）

残された車のナンバープレートの写真撮って警察に画像提出して、元気にごはん食べて歩いて帰

ってきました。

（＾＾；）

そして「例によって」私が家にぶじ帰投して、玄関しめたとたんに、突風が吹き荒れて、豪雨が

降り始めたさ…ｗｗｗｗｗ
 

http://85358.diarynote.jp/
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返歌の返歌。…　（遠く離れても ）　2015年2月23日

（アンコール追加）（＾＾；）。返歌の返歌。…　（遠く離れても ）
2015年2月23日 恋愛 コメント (2)
 
さて。無事帰投して人心地ついたところです。

「妄想の続き」を爆心…もとい、驀進しましょうかね…☆

まず愚痴です！（＾＾；）

おばかさんは今日も私の脳内に延々「恩知らず」

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
を強制送信していやがります！（〜〜＃）！

いや、他のお気に入りの数曲？と一緒にリピートしているのは分ってるんですが、

他のはぼんやり聞き流している時でも、この曲になると俄然ノリノリになってしまって、

歌いながら足踏みしながら（－－；）

集中して聴いていやがるので…（－－；）…

私の脳内には突然怨霊…（＾＾；）もとい…
突然「音量ＭＡＸ」で強制送信されてくる状態になるわけで…
　ｗ（〜〜＃）ｗ

しかもやたらと高音質の、ハイクリアな再生機器を使っていやがるし、

途中から何か違う編曲の、ジャズアレンジ？弦楽強調バージョンとかになってたりして…（
＠＠；）…

それ、私、「聴いたことない」し…、
悠宙舞では、見つからない編曲みたいなんですけど…

　？（＾へ＾；）？

で、誰なの。一緒に歌ってる「アニタ」さん！（＾＾＃）

アニタ・ベーカーじゃないよね…！

http://85358.diarynote.jp/201502232226369133/
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（＾＾＃）

…とか、思っているうちに、何故か…バッハかな？
　弦楽四重奏かなにかになったな〜…と思ってたら、それ「子守唄」で…
寝ちゃったらしい…

時差あるな…（＾□＾：）

乗ってる移動手段が、日本の特急とかじゃなくて、

ＥＴＶみないなカンジがするしなぁ…（＾＾；）

まぁとにかく。（－－＃）

「恩知らず」延々リピート連日攻撃はそろそろ免除していただきたいので…、

今度は、おばかさんの「好みの顔」特集をつくってみます…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=eme9tEOWgCY
Anne of Green Gables - Japanese Opening 

https://www.youtube.com/watch?v=53yj4hU56NA
TOKYO GO - John Robinson /　ジョン　ロビンソン

https://www.youtube.com/watch?v=HoOyoHcKORQ
－ デュオ（関 俊彦） 「WILD WING」

https://www.youtube.com/watch?v=m0XUfoLkG0o
Joan Baez - North Country Blues (HQ) 

https://www.youtube.com/watch?v=EG2qrOzoG-I
さだまさし×佐渡裕　「風に立つライオン」

…で…
やっぱりきみの「萌えツボ」って、「でこ」なの…？？

　ｗ（＾□＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=eme9tEOWgCY
https://www.youtube.com/watch?v=53yj4hU56NA
https://www.youtube.com/watch?v=HoOyoHcKORQ
https://www.youtube.com/watch?v=m0XUfoLkG0o
https://www.youtube.com/watch?v=EG2qrOzoG-I


https://www.youtube.com/watch?v=VMhAgFIgfpg
谷村新司　昴-すばる.

（かの迷曲、さだ＋谷村の「さらば髪の毛」を探してみたけど…無かった！ｗ）

ところで昨日のアレへの、君からの返歌？（＾＾）

大江千里の「これからも僕を不安にさせないで♪」は…

しっかり受信いたしましたが…（－－；）

サビだけ聴こえて、曲のタイトルが思い出せないので、貼れませ〜ん☆

代理。

https://www.youtube.com/watch?
v=XnfPwOPMUOo&list=PLBTr0gbZDhCfp1BzpIMZZkoHR0no1xreM&index=116
大江千里　遠く離れても　歌詞付 

まじめに、追悼のためのアンコールを一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=U_BbbK4kdFk
Here`s To You (勝利への賛歌) ／ JOAN BAEZ

https://www.youtube.com/watch?v=YKEvc_TrNgk
「風に立つライオン」プロモーション映像 

おやすみ。

We shall overcome !!
 
編集する

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日23:14
違う！（＾＾；）！

思い出した。きみ、勝手に替え歌して歌ってたでしょう…ｗｗｗ

あれ、原曲は、「これからも僕を【油断】させないで」だ…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日0:46
どこまでが死を前にした妄想で、どこまでが現実なんだろう…

とりあえず、フクイチこけてるのに原発再稼働とか憲法破壊とか、逝ってるひとたちがニホン酷

性腐だってのは、なにかの悪夢…

だよね？？
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さっきの宿題の解凍。（＾＾；）　2015年2月23日

さっきの宿題の解凍。（＾＾；）

2015年2月23日 恋愛
 
あれ？　さっきのメッセージソング、えうれか。…ったけど…

脳内メッセージ

「こ〜れっかっらっもッ僕をッ【不安に】っさっせな〜いで〜♪」が

「替え歌詞」だったため、検索に引っかからず…（－－＃）

「油断させないで」で歌詞検索したら、あっさり引っかかりましたが…。

https://www.youtube.com/watch?v=aFOLe5TmWmY
槇原敬之「冬が始まるよ」歌詞付き

私、これ、「大江千里のノリのいい独特のリズムと声で」

２０代のころに聴いた記憶が、確かにある。んだけど…？？

？　ｗ（＾＾；）ｗ　？

（あれ別世界？別次元？？？？）

そして、２０代に聴いた記憶がかすかに残っていた以外、

「最近ぜんぜん聴いていなかった（記憶の表層にはない）曲」だったのに…

みごとに、

「替え歌詞」の（＾o＾；）ゴシック字幕つきで、「送信成功」してたね、きみ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=8E8a-hQcc2Y&index=2&list=RD5dBKQlBONXs
槇原敬之　Rain　原曲：大江千里 

あぁ、うん。（＾＾）「冬」も、いま悠宙舞に無いだけで、「原曲は大江千里」なんだな…、た
ぶん。
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じゃ、「２０年前の古い唄」貼り返して、今夜はもうおやすみ…。

https://www.youtube.com/watch?v=JAayXoaNY3Q
タイム アフター タイム ／シンディ・ローパー 日本語翻訳　歌詞入り.wmv
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JAayXoaNY3Q


「津軽海峡〜陸奥湾・函館二重津波」ドンピシャリ予想震源域揺れました。　（2015
年2月23日）

http://85358.diarynote.jp/201502230153157984/

移築とか、増設とかｗｗｗ

2015年2月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

（承前）…はまった…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=1p2qxo6Id5E&list=PLRJ3dObDLdju6o8zkbxQq3DBcwLRXNNp6&index=7
Scatman John - Only You 

https://www.youtube.com/watch?v=wlxlBEP3mPo&list=PL5780382A926DABA4&index=4
Soul Flower Union - Mangetsu no Yuube

https://www.youtube.com/watch?v=yQY_pby8N1E
リクオRIKUO 「ケサラ」

https://www.youtube.com/watch?v=W4rpbXLGVT4
坂本九 明日があるさ
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https://www.youtube.com/watch?v=LNuxb4-PLzs


https://www.youtube.com/watch?v=LNuxb4-PLzs
クリス・ハート - 幸せをみつけられるように

https://www.youtube.com/watch?v=LlRyrL-yE9o
【日本赤十字社】Def Tech-Bolero　Full 

https://www.youtube.com/watch?v=d4UD9bpiE7I
槇原敬之 - 世界に一つだけの花 (2004年 日本武道館) 

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
Updated【M6.2】OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO 10.0km 2015/02/22
23:23:14 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1B5Xk9m (USGS)http://j.mp/1AxSApH

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
Updated【M6.6】OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO 22.0km 2015/02/22
23:23:18 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1FLcZvP (USGS)http://j.mp/1AxQeqF

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M5.1】FIJI REGION 591.4km 2015/02/22 22:02:16JST, 2015/02/22 13:02:16UTC
(G)http://j.mp/1zYlbR7 (USGS)http://j.mp/1AivTab

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M5.6】COLOMBIA 151.4km 2015/02/22 21:56:24JST, 2015/02/22 12:56:24UTC
(G)http://j.mp/1FKXX9v (USGS)http://j.mp/19WUHKW

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M5.1】SOUTH ATLANTIC OCEAN 10.0km 2015/02/22 20:48:25JST, 2015/02/22
11:48:25UTC
(G)http://j.mp/1BAERBy (USGS)http://j.mp/19WBAkp

https://www.youtube.com/watch?v=LlRyrL-yE9o
https://www.youtube.com/watch?v=d4UD9bpiE7I
http://j.mp/1B5Xk9m
http://j.mp/1AxSApH
http://j.mp/1FLcZvP
http://j.mp/1AxQeqF
http://j.mp/1zYlbR7
http://j.mp/1AivTab
http://j.mp/1FKXX9v
http://j.mp/19WUHKW
http://j.mp/1BAERBy
http://j.mp/19WBAkp


地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M5.2】NORTHERN XINJIANG, CHINA 15.6km 2015/02/22 15:42:55JST, 2015/02/22
06:42:55UTC
(G)http://j.mp/1MKrSka (USGS)http://j.mp/1LsSzZ2

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M5.5】NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 10.0km 2015/02/22
15:10:33 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1AwQwy6 (USGS)http://j.mp/1MKmpcR

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
【M5.0】VANUATU 116.2km 2015/02/22 12:54:59JST, 2015/02/22 03:54:59UTC
(G)http://j.mp/1z7VEVK (USGS)http://j.mp/1AwE3ud

地震マップ @eq_map 
· 14時間 14時間前 
【M5.0】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km 2015/02/22 11:53:42
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1EDJ7hi (USGS)http://j.mp/1voGYGe

地震マップ @eq_map 
· 14時間 14時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第8報)◆◆【M5.4】三陸沖 深さ10km 2015/02/22 11:53:41発生
最大予測震度3 http://j.mp/1JxLatJ

地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 
【M5.2】COLOMBIA 90.2km 2015/02/22 07:26:44JST, 2015/02/21 22:26:44UTC
(G)http://j.mp/1Fbinog (USGS)http://j.mp/1B1wxt6

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M5.2】SOLOMON ISLANDS 25.0km 2015/02/22 04:50:59JST, 2015/02/21

http://j.mp/1MKrSka
http://j.mp/1LsSzZ2
http://j.mp/1AwQwy6
http://j.mp/1MKmpcR
http://j.mp/1z7VEVK
http://j.mp/1AwE3ud
http://j.mp/1EDJ7hi
http://j.mp/1voGYGe
http://j.mp/1JxLatJ
http://j.mp/1Fbinog
http://j.mp/1B1wxt6


19:50:59UTC
(G)http://j.mp/1JwWLt7 (USGS)http://j.mp/1B1fXLx

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M5.1】EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 209.5km 2015/02/22
04:42:21 JST
(G)http://j.mp/1D2Dzx2 (USGS)http://j.mp/1B1adBH

地震マップ @eq_map 
· 2月21日 
Updated【M6.0】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km 2015/02/21
19:13:54 JST
(G)http://j.mp/1vnzqDS (USGS)http://j.mp/1D00d9b

https://www.youtube.com/watch?v=XLj829Qlvms&list=RDLlRyrL-yE9o
Def Tech - Golden Age

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日2:03
うん。（＾＾；）

もう、眠る。

とにかく、横になる…。

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://j.mp/1JwWLt7
http://j.mp/1B1fXLx
http://j.mp/1D2Dzx2
http://j.mp/1B1adBH
http://j.mp/1vnzqDS
http://j.mp/1D00d9b
https://www.youtube.com/watch?v=XLj829Qlvms&list=RDLlRyrL-yE9o
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2015年2月23日8:18
起きましたが、寝不足が溜まってて休みなのでも少し寝ます。

(^_^;)

「津軽海峡〜陸奥湾・函館二重津波」ドンピシャリ予想震源域揺れました。

(・_・;)

沿岸のかた、警戒して下さい。



きみはまだソノ曲かっ！(`ヘ´)　（2015年2月23日）

http://85358.diarynote.jp/201502231230205776/

【警戒！】「津軽海峡〜陸奥湾・函館／二重

津波」予想震源。

2015年2月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.6】津軽海峡 深さ5.0km 2015/02/23 04:44:08
(G)http://j.mp/1z98Rh3 (アニメ)http://j.mp/1AjD1TK

（前々項コメント欄）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日8:18
起きましたが、寝不足が溜まってて休みなのでも少し寝ます。

(^_^;)

「津軽海峡〜陸奥湾・函館二重津波」ドンピシャリ予想震源域揺れました。

(・_・;)

沿岸のかた、警戒して下さい。

これね。（－－；）

site:http://85358.diarynote.jp/ 二重津波
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E4%BA%8C%E9%87%8D%E6%B4%A5%E6%B3%A2&lr=lang_ja&gws_rd=ssl

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015564151000.html
東通原発 断層動く可能性に異論出ず
2月18日 21時38分

https://www.youtube.com/watch?v=OxzWCDRSiic
南極大陸 - 木村拓哉 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日14:11
あ〜、その前に田沢湖かも？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日14:15

http://85358.diarynote.jp/201502231230205776/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502231230205776/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150223/85358_201502231230205776_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150223/85358_201502231230205776_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150223/85358_201502231230205776_3.jpg
http://j.mp/1z98Rh3
http://j.mp/1AjD1TK
http://85358.diarynote.jp/
https://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F %E4%BA%8C%E9%87%8D%E6%B4%A5%E6%B3%A2&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015564151000.html
https://www.youtube.com/watch?v=OxzWCDRSiic
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


きみはまだソノ曲かっ！(`ヘ´)

しかもステレオヘッドホンで、

鼻唄つきで、

…いや踊らなくてい〜からッ！
〇(`ヘ´#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日18:36
田沢湖は近々に揺れます。

水質ケン濁に注意して下さい。

ダムが決壊すれと、大変なことになります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日18:40
　

【北海道／本州／分断地震】と

多重津波災害は連発で来ます。

たぶん近日中の昼間。

暖かくなったからと、犬の散歩などで海岸線に降りないよう、

子どもと老人は特に

注意してあげて下さい。

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


♪ Home Sweet Home ♪　2015年2月24日

♪ Home Sweet Home ♪
2015年2月24日 恋愛 コメント (1)
 

ついでだから貼っておこう。

（＾＾；）

さっきちょっと聴こえたけど、

https://www.youtube.com/watch?v=JE-nmF__pXY
ジョーンバエズ／花はどこへ行った

掃除中で嫌がらせの（もちろんｗ）

「延々同じ曲をしつこく再生」中

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
LOOKING AT YOU （＜前項参照）

だったので、ワンフレーズしか受け取れなかったよ。

（＾＾；）

「今日はテーマが思いつかないのでお休

みなさいの好きな曲特集にしよう」

http://85358.diarynote.jp/201502242159447940/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502242159447940/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150224/85358_201502242159447940_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150224/85358_201502242159447940_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150224/85358_201502242159447940_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JE-nmF__pXY
https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE


とか思ってたの、シンクロしたかな？

「花」で返歌ならぬ、返花？☆

https://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
THE BEATLES - Strawberry Fields Forever

https://www.youtube.com/watch?v=Pa8qLiwPgCQ
桜30. Home Sweet Home　埴生の宿　Play By Nini Rosso 日英対訳付 

…料理の続きして、お風呂入って、明日のバイトに備えます…

おやすみ。

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日22:02
バエズだけど英語版だったかな？

（＾＾；）（いっぱいあったから、てきとーに貼った。）

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
https://www.youtube.com/watch?v=Pa8qLiwPgCQ
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502242159447940
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


現在私の精神状態はかなり病んでいる。(-.-;)　（2015年2月24日）

http://85358.diarynote.jp/201502240040279756/

やはり「近いうちの死」を…覚悟したほうが、
よさそうですね。

2015年2月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)

https://www.youtube.com/watch?
v=LiBwr4U59EI&list=PL6n_XTD5fjYEKpSe86MLfYpou5WddQkqF&index=4
Enya - Book Of Days (video) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 

「一貫の終わり」というのは、北半球が壊滅するということ

このことを「まじか？なんで？」という平和ボケがいるけど「もしフクイチに大きな

地震が起こり、汚染水タンクがドミノ倒し状態になれば、放射線が高く、人間が近づ

けない。そうなれば１〜３号機の核燃料は冷やせなくなる」ということ。

http://85358.diarynote.jp/201502240040279756/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502240040279756/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150224/85358_201502240040279756_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150224/85358_201502240040279756_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150224/85358_201502240040279756_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LiBwr4U59EI&list=PL6n_XTD5fjYEKpSe86MLfYpou5WddQkqF&index=4


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
もう、これで最後にしますね。

23日20時以降も上昇中です。福島県のモニタリングで、線量が高い場所だと（1マイク
ロシーベルト）も線量が上がってますので、注意してくださいね。１マイクロシーベ

ルトを甘くみないように、非常に危険です 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569851304736002048/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
ほんと気をつけた方が良いですよ。

たぶん、なんらかのトラブルが起こっていて、福島原発からプルーム状のものが、大

気中に徐々に拡散してると思う。福島県内で１マイクロシーベルトも上昇してるし。

吸い込んだら危ないですよ。かなり。フレッシュな放射性物質だから。念のため注意

した方が良いです

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
未だに上昇中。

場所によっては（約 1μSv/h）も、上昇中。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569782898502471680/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
福島の放射線量が上昇中

こういう上昇の仕方も珍しい

ほぼ同じ時刻の、深夜2時前後ぐらいから、数カ所のモニタリングの線量が上昇中。昨
日「汚染水漏れ」の報道があったが『空間線量が上がるような事も起きてるのではな

いのか？』というデータ

https://www.youtube.com/watch?
v=54XztbNJ87g&list=PL6n_XTD5fjYEKpSe86MLfYpou5WddQkqF&index=7
Enya - Fairytale 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569851304736002048/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569782898502471680/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=54XztbNJ87g&list=PL6n_XTD5fjYEKpSe86MLfYpou5WddQkqF&index=7


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日7:02
【３月８日】？

「しばらく休んだ後でバイトに行ったら、電話一本の連絡ももらっていないのにバイト先

（現在のリアル通勤先ではなく見たこともない店舗だが、職種としては働いたことがある「沖縄

物産ショップ」）

が、「３月８日（その日）をもって閉店しました」と、貼り紙だけあってネットが張ったままで

、人気もない。

（；‾Д‾）

（しかし店内の商品陳列等はそのままで、片付けてもいない）

…という夢を観ました…

(・ω・;)(;・ω・)

細部までやたらリアルで、しかし私が気にしていたのは「聞いてない！労基法違反！どうしてく

れようか！」ってことだけだった…

(-.-;)

…どういう夢？

過去世再現？じゃないよね？

今のバイト先が【３月８日】に潰れる？

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


沖縄（または辺野古）が、

【３月８日】に、終わる…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日7:08
キタハマミキヤ氏は被爆により人格がコワレタらしい。情報チェックリストから抹消。

…あ、しまった、消しちゃまずいのまで消しちゃった私もかなりベクレてます。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日7:11
雪の予報でしたが雨に変わりました。

不安神経症が再発ぎみです。

も少し寝ます。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日7:59
「涙 マンガン」

不安が強すぎて眠れない。

不安を感じること自体は正常な状況判断だが、

現在私の精神状態はかなり病んでいる。(-.-;)

心理分析官にスライスされたら「妄想」構築のメカニズムとやらを簡単明解に切り刻まれてしま

うことはよく判ってる。

てか、そのために私は心理分析学を中学生の時にかじったわけなので、

常に自分自身の精神は同時進行で「ウィルスチェック」している。

病んではいるが、ストレスから考えると十分「正常」と考えられる程度の症状である。

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日8:08
不安から鬱を再発させて身動きとれなくなるくらいなら、

せいぜい自覚的に「脳内麻薬」を分泌しまくって、

ココロの苦痛を軽減したほうが絶対マシだしまっとうな判断だと思うが。

(^_^;)

…にも関わらず…(^_^;)。

私は自身は、

「自分の創作」（深層心理）と

「自分の妄想」（表層心理）と

「自分の記憶」（非現実？）の、

…区別が明確についてしまうので…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日8:12
どう疑っても、

否定してみても…(^_^;)

きみたちの存在や私の「記憶」や霊力？や「勘」とか「偶然」が…

「実在する」と仮定しない限り、

逆に、「説明がつかない」ことのほうが、現実として多過ぎると思うよ…
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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2015年2月24日10:01
岩手沖の連発を中心に、

秋田と根室が揺れてる。

いつ何が起こるか分からない。

なにをする気力もおこらないのと、腎臓まわりが被曝超過ぎみでダルいので、

「今日はベッドで漫画を読む日」に決定。(^_^;)

てか、最近いきなり大量に音楽聴きすぎて大脳聴覚野が疲れた…ｗ
(^。^;)



ちょっとダルいだけです。いつものただの貧血です。　（2015年2月24日）

http://85358.diarynote.jp/201502241021192270/

（前項コメント欄参照）

2015年2月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (11)
ちょうど今、大量の漫画とＣＤ

（先日ネトオフで１０８円山を衝動買いしたやつ）も届きました。(^。^;)

読んで寝てます。

悲報は寝て待て。（違っ）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日10:27
あ、さっきの（昨夜かな？）

「ルッキングアットユウ」は

好きな曲です。(*^_^*)

１日２回くらい

「定時連絡」（安否確認）用に送信してくれると嬉しい。

(^-^)g

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日11:42
「明日に架ける橋」聴こえた。

きみたち今回の職業まさかプロの音楽関係？(@_@;)
弦楽のスタジオミュージシャンとかやってる…？
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日11:59
クスクス笑いながら「恩知らず」をトランペット編曲している人は誰かな〜？…(^。^;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日12:40
バイオリン音質のキーボードで「橋」弾いてる人！(ToT)
泣かないで〜…(^人^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日13:14
三陸沖Ｍ６級。

ルソン？で深度６００kmとか、それ地球が割れてるから。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日13:34
ずっと痛かった脊椎の真ん中へんがさっきバキバキと音立てて一気にほぐれて、今その管轄下だ

った部位の放置されてた不具合に一気にチェックて治癒系の血液細胞が雪崩れこんでるので脳貧

血ぎみです。

(^_^;)
寝るので送信はララバイ系選曲でお願いします。(・o・)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日14:34
いやごめん心配しないで。

(^_^;)
ちょっとダルいだけです。

いつものただの貧血です。

寝てれば治るから！(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日15:05
チリとアルゼンチンと
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コロンビアが連発。

うかつに南米亡命もできない。

(・_・;)
昨日スペインもＭ５だったし。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日19:07
キューバで震度４出たか？

ヽ（・＿・；）ノ

老朽建築がどうなったやら…
(∋_∈)

「逃げる先」が無いよ本当…
(・ω・;)(;・ω・)(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日19:09
あ、１２時間遅れ？で再起床。

(^_^;)
ダルいけど、さすがに掃除炊事洗濯入浴します…
ＢＧＭはルッキングアットユウをリピートで。(^-^)g

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日20:35
もちろん「むかし誰かが…」のクダリで毎回、「犯人はおまえじゃボケぇ…！」(`ヘ´)ｍと、突っ
込みが入りますｗ
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この私に向かって、「正気に返れ」とか、言わないでいただけませんか？　（2015年2
月24日）

http://85358.diarynote.jp/201502242146401249/

『地球の緑の丘』。

（道原かつみ初期作品バージョン）。

2015年2月24日 演劇 コメント (2)
　

お願いですから部長。

この私に向かって、「正気に返れ」とか、言わないでいただけませんか？

（－－＃）

こんな「リアル地獄」な辺境惑星に島流しになっていて、

これ以外、何の娯しみがあると…？？
（＝＝＃）

私からコレを奪ったら、あと何も遺りません！

（〜〜＃）

と、いうことで、ここでの「日常」家事に戻りますよ…！

（ついでに一曲貼る。当然ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=nKsugX9ECIw
YAMATO 宇宙戦艦ヤマト2199 BGM 地球の緑の丘 旅立ち〜帰還、そして明 

（参照魚ｗ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E7%B7%91%E3%81%AE%E4%B8%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%8E%9F%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%BF#.E4.BD.9C.E5.93.81.E3.83.AA.E3.82.B9.E3.83.88
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日21:49
おや。（＾＾＃）

画像が出てないけど、画面の右肩をクリックしてみて下さいな…★
http://diarynote.jp/items/books-jp/4150106738/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日12:04
amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 6時間6時間前 
@tokaiamada ノーベル文学賞アレクシェービッチ氏「広島・長崎・チェルノブイリのあとで、核
のない発展の道を選ぶべきだった」「私は過去について書いたが、その過去は、将来の姿をあら
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わしたのだ」http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151009/k10010264021000.html …



…そういえば私、いようにオウム類に好かれるなぁ…☆　（2015年2月24日）

http://85358.diarynote.jp/201502242223067890/

エデンの東。月の西。

2015年2月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

蛇足だけど貼っておこう。

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=Nc8jHAlLBhA
映画予告編『ビルマの竪琴』＋唱歌 

…そういえば私、いようにオウム類に好かれるなぁ…☆
（＾＾；）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 48分 48分前 
高知県（佐川町の線量計）

高い数値ではないけど、また21時頃にスパイクが出てますね。なんだろ？　昨日の夜
から何度か出てる。同じ四国の香川県でも、異常なスパイクが出てますからね→

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570116403094638592 …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570197837847379968/photo/1
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
13時ごろ、香川県にも、変なの出てる。
たいした上昇じゃないけど、明らかに異常値。　これって、もしかすると、今日、防

災科学研究所の香川県の「地震波形：地中のカウント数」も異常が出てるから「ピエ

ゾ効果」によるスパイクかもしれない

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570116403094638592/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
NIED：地震波形データだと、
今日は「香川県（大内）」の地中カウント数が異常に高い。　山口県〜広島県付

近は、2月20日ごろから
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568647962122788864 …）高め。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570102145438998529/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
高知県（佐川町のモニタリングポスト）

（23日19時30分ごろと21時ごろ）（24日12時ごろ）スパイク（線量の異常値）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570069937202421760/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
福島原発の現状。

1〜4号機：内部の図解（画像：2月21日・東京新聞）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13時間 13時間前 
スペインで、M5.0の直下型地震。
あまり地震のないエリア。幸い大きな被害は出てないようです。

（http://news.yahoo.com/earthquake-central-spain-shakes-buildings-madrid-
172615131.html …）
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スペインは、2011年5月11日に「スペイン南部地震」が起きてますよね。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570011991265259520/photo/1

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M5.0】GULF OF ADEN 10.0km 2015/02/24 19:23:01JST, 2015/02/24 10:23:01UTC
(G)http://j.mp/17twUAI (USGS)http://j.mp/1FSwX80

https://www.youtube.com/watch?v=y4gG98wIxhE
East of Eden (TV Miniseries) OST - 07. Finale - Lee Holdridge

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570011991265259520/photo/1
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熊谷が書き文字付きでバンッ！と鳴るのが視えました。　（2015年2月24日）

http://85358.diarynote.jp/201502242230468199/

「もし明日世界が終るとしたら…」（竜翅追
加☆）

2015年2月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

やっぱり、「最期」になるとしたら、

この曲を貼り返してから眠ろう。

https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOI
サイモン＆ガーファンクル『明日に架ける橋』

さっき哭いてた人。ピアノの鍵盤のあいだに涙、入らなかった？

（＾＾；）

電子機器でしょう。哭くなら、恋人つかまえて、胸でハナかんでやりなさい。

（＾＾；）

（いや泣かした原因は、…私…？）

蛇に足。竜には翼…。
http://www.fesh.jp/detail_2788.html
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日23:22
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さっき「サウンドおぶサイレンス」唄ってたけど聴こえた？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日0:42
また揺れたね、エデン。

(・_・;)

それこそ軍事「地殻攻撃」じゃないのか？

(-"-;)

…寝ます。(^_^;)

今から本当に

「ちゃんとハッピーエンドになる」自覚的妄想を脳内展開して

効率よく安眠を確保したい所存ですので、

(-"-;)

毎回私を哭かすか怒らすかしてばっかりいる「実在のきみ」は

私の邪魔をしないように…
(-"-;)

おやすみ。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日4:46
暴走妄想系とは全く無関係に、ものすごくうんざりするくせに変に細部まで細かい珍妙な夢を観

ましたが(-_-#)

ざっくり心理分析しちゃうと、千葉の実姉と神奈川の実母は自ら死地に飛び込んで死に、傍観し

ていた実弟だけは、運が良ければ助かるかも…という、まぁ今さらな内容でした。
┐(-"-;)┌

バイト早番。

も少し寝ます。

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日5:26
熊谷が書き文字付きでバンッ！と鳴るのが視えました。

(・_・;)

来ます。

北関東大震災。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日8:20
６時半頃に茨城南部。
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別の（アンハッピーエンドだった）前世記憶を思い出しちゃったぞ…（－－＃）
　（2015年2月25日 ）

http://85358.diarynote.jp/201502242230468199/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日4:46
 
暴走妄想系とは全く無関係に、ものすごくうんざりするくせに変に細部まで細かい珍妙な夢を観

ましたが(-_-#)

ざっくり心理分析しちゃうと、千葉の実姉と神奈川の実母は自ら死地に飛び込んで死に、傍観し

ていた実弟だけは、運が良ければ助かるかも…という、まぁ今さらな内容でした。
┐(-"-;)┌

バイト早番。

も少し寝ます。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502250631182213/

大失敗ｗ(^。^;)ｗ
2015年2月25日 環境は、生命圏で、生存権。
　

昨日ちゃんと確認しないまま、

何故か今日はバイト早番だと、

思い込んでいたんですが(^_^;)
いま見たら逆で、遅番２連勤。

┐(’〜`；)┌

まぁ、着替えとか始める前に、

気がついて良かった…(^。^;)

も少し寝ます。(^_^;)
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和ｍさあ、

06時31分。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Long Way Home 。。。
2015年2月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

あらためまして、おはようございます。

再起床０９：０４。

体調不良。（－－；）

重力波の異常と被曝性の成分貧血？が同時発症しているのか、超絶、目が回って、ふらふらぐら

ぐらです…（－－；）…★

バイト休みたい。（－－；）

とりあえず徒歩通勤は絶対無理そうなので、バスに決定…。

昨日の続きなカンジで曲はここからかな…

https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4
The Sound of Silence (Original Version from 1964) 
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おや（＾＾；）これも「私と同じ歳」の音楽だった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA
Led Zeppelin - Stairway To Heaven

ぅわ★この絵みたら、別の（アンハッピーエンドだった）前世記憶を思い出しちゃったぞ…（－
－＃）

だから私は別にケンカしたくてしてるわけじゃないんだーーーーーっ！

（－－；）

うーん、ぴったりの曲を発見…☆

　ｗ（ーー；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?
v=inu2N03AqTI&list=PLEsHiRjMZWyC09Riaa8N3aC3QuhdRefep
鬼束ちひろ - 眩暈

…思いついたタイトルで検索してみたら、一発でそのまんまの曲が出たよ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=0bj4i-sW44s
Gareth Emery - Long Way Home [Official Video] 

参照魚〜☆

http://76519.diarynote.jp/200605200011070000/

さて…

現代日本の「死刑囚」って、きっと、こんな気分だよねぇ…？

とか、ぐれながら、バイトに逝ってきますよ…。

地震マップ @eq_map 
· 47 分 47 分前 
【M5.1】DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 10.0km 2015/02/25 08:43:18

https://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA
https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI&list=PLEsHiRjMZWyC09Riaa8N3aC3QuhdRefep
https://www.youtube.com/watch?v=0bj4i-sW44s
http://76519.diarynote.jp/200605200011070000/


JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1wm9PvN (USGS)http://j.mp/1afVk2o

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日9:47
あ、６分目の画像の滝に生きたい…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日8:41
〜０４９９９７２、

＞０５０００４７．

惜しい…９９９９９を観たかった…（＾＾；）
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今夜クジラがたくさん死にます。　（2015年2月25日）

http://85358.diarynote.jp/201502252338317609/

もうこの悲劇の巨きさに、太刀打ちのできる曲

がない。

2015年2月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

今夜クジラがたくさん死にます。

おみおくり式にいってきます。

きみらもいこう。

もうそのレベルにきてると思う。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日6:53
「数時間で死ぬから」

…ほんと、一見何もないふりの街並みに発狂しそうになる。

でも単に生物相が急激に変遷してるだけで、やはりいわゆる滅亡（生命死滅）ではないのかも？

酸素だって古生命には猛毒だった…

http://85358.diarynote.jp/201502252338317609/
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…結局「科学者やってた私」は、今回、ソレが目当てか…　（2015年2月26日）

http://85358.diarynote.jp/201502260911232233/

人類滅亡／数時間で死ぬから。

2015年2月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

さてまぁ…

こっちの問題は、これを貼るしかないですね…
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=WcBnJw-H2wQ
The Beatles - Let It Be Lyrics 

たくさんのクジラさんたちが、粛々と、悠々と、堂々と…

宇宙をわたって、べつの惑星への生まれ変わりの旅に出ました。

惑星だって恒星だって、宇宙そのものだって、いずれは死んで、また生まれる。

小さい小さい。
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そして、だからこそ、愛おしい…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9 時間 9 時間前 
平気だよ、とか思ってる人がいるんだよね

なら、福島原発の１〜３号機の建屋に行ってみたら？　数時間で死ぬから。そういう

状態なんだよ。どうすんだよ。おい。しかもMOX燃料もあるだろ。どうすんだ。おい
。なのに何でこんな平和ボケなんだろうね。放射能には人間は勝てないんだよ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
ほんと、よく考えないとね。

甲状腺ガンが、どうだとか言って場合じゃない。もっと深刻です

福島原発の今は「この危機的な状態をどうすんのよ？　このまま行ったら、ほんとに

人類滅亡になるぞ」という事です。更に問題なのが「アンダーコントロール」とか、

政府が、今も言ってるって、こと。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
未だに汚染水から「セシウム134」が、6400ベクレル検出。
未だに「セシウム134」ですからね。半減期の短いはずの。そうなると、よく考えなく
ても「今、福島原発で、何が起こってるのか？」は、グーグル先生に聞くと、約5秒で
、わかりますよね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
ほんと最近、自分もそうだけど

麻痺してますよね。日本は被曝に関して。基本的な事として「内部も外部被曝も、被

曝は累積する」という事を。すべて「累積値」だということ。骨や歯に入ったら死ぬ

まで排出できないストロンチウムが、あれだけ高濃度で漏れてても「そうなの？」み

たいのは、ほんと危ない

cmk2wl @cmk2wl 



· 18時間 18時間前 
再臨界を指摘することが、最大のタブーになってるのか…。
そりゃそうだろね。露天での臨界なんだから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 2月24日 
【警報】ふくいちライブカメラ　2015.02.24　21時から 0時
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fBpXGITaw …
25日は、原発からの放射性物質を含んだ風が、関東、東海、中部、関西、東日本に行
きます。

昨日の夕方、私の体調がいきなり非常に悪かったのは、線量のせいだろうね。

現在は低め堅調。鋭意「造血」中にて、やたらとおなかがすきます。

体調は万全じゃないけど、

お天気いいし、（＾＾）

筋肉おとすほうが問題なので、今朝は徒歩通勤します…

タイマー鳴りました。

ではまたね、みんな！（＾＾）／

cmk2wl @cmk2wl 
· 24時間 24時間前 
過去は追ってはならない、

未来は待ってはならない。

ただ現在の一瞬だけを、

強く生きねばならない。

ブッダ

       
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0fBpXGITaw


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日11:15
大型生物が死滅する一方、微生物で耐曝性の高いのと、酸素濃度低い方が元気なのが、すごい増

殖してます。

(^。^;)

…結局「科学者やってた私」は、今回、ソレが目当てか…
┐(’〜`；)┌

ベネズエラで震度４。

…鉱山、大丈夫かな…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日15:49
三重県で０.１μ超え。

四国は発震カウントダウン。

さっき、小さめ？のステージにドラムセットだけあって普通の照明だけ点いてる空間が小一時間

くらい、ずっと視界に入ってたけど、どこで何してんだきみは？

(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日22:16
無事帰投。

大禍は無かったです。

ご飯食べてお風呂入ってきます。

札幌は２月末なのに雨！(-"-;)
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前世数十回分？の痴話げんかについての関係者一同様へのお詫び。（－－；）　2015
年2月26日

前世数十回分？の痴話げんかについての関係者一同様へのお詫び。（－－；）

2015年2月26日 恋愛 コメント (1)
 
…え〜（－－；）…。

大変お騒がせしました。

ご心配ご心労ご迷惑につきましては、深く反省しつつお詫び申し上げます。

結局、お互い（双方）が、「自分を後回しにして相手の心配ばかりする」から…

という、非常にばかばかしくも砂吐くしかない事態の（＾＾；）

「ケンカの原因」が、判明しましたわけで…
　＜（－－；）＞

しかも！

私はまさか「向こうに私の気持ちが全然まったく伝わっていなかった！」とは思っていなかっ

たし、

||||（＠＠；）||||

向こうは向こうで、私には過去に別の相手がいた！とか、勝手に思い込んでいるし…

（いや、「前世記憶に恋したまんま」ってのは「過去のオトコ」ではありますでしょうが…

それ、「現世で目の前にいるのと同一人物」って、

笑うしかない事態が…（－－；）…。

まぁとにかく。（－－；）

一昨日の夜ですね。

あくまでも「非現実的脳内通信で」ではありますが、

http://85358.diarynote.jp/201502260855215743/
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「今後はもうケンカしない！」で済ませる方法に合意。というか、「全面和解」をみまして…
（＾＾；）

げんざいあっちの頭のなかはお花が咲いています…
たぶん。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
TM NETWORK / JUST ONE VICTORY 

顔面総くずれでイイ男がダイナシ状態だろうと思うので、ご近在のかたは大変迷惑していると思

いますが…

てなことで。（＾＾；）

これ以上ここに「続き」を書くのは、ノロケ大全開の世間の迷惑以外の何ものでもないので…

突発的に始まりましたこのコーナー、これにて終了…（たぶん）。

（＾＾；）

「生まれ変わってもまた必ず逢えるんだ」って…

わかってれば、逆に無茶はしないし…（＾＾；）

うっかり死に別れても、前ほど嘆き悲しみはしないで済むよね…。

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=FVYCF4TZGWM
渡辺美里 「Lovin’ you」

（これ貼って終わる！）

 
編集する

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
https://www.youtube.com/watch?v=FVYCF4TZGWM
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502260855215743


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日8:57
もしかしていずれどこかの国で、中島みゆきの「恩知らず」の「ちんどん風ジャズアレンジ」な

んて珍妙な唄が鳴り響いていたら…

それ、「うちの関係者」の仕業かもしれません…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆
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…やはりもう死ぬのかな…　（2015年2月27日）

http://85358.diarynote.jp/201502270152357036/

正常気よ永遠なれ…（意味不明ｗ）
2015年2月27日 音楽 コメント (2)

あらためまして、こんばんわ。

てか、おはよう？（＾＾；）

０：０１です。（＾＾；）

これの続きになりますが…
http://85358.diarynote.jp/201502260855215743/

「なんか送信して」というリクエストと、

「でも男声ボーカルは聴き飽きた」というクレームがｗ

来てますので、それじゃあ、

「女性ボーカルで好きな声の好きな曲」というだけの基準で、おすすめを３曲。

https://www.youtube.com/watch?v=DvLYWk0W0Ww
ロックバルーンは 99　　ネーナ
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https://www.youtube.com/watch?v=gem7MFtWVJ4
Cyndi Lauper- Iko Iko Lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=-_XbuyU6png&spfreload=10
【歌詞】　Cyndi Lauper - True Colors 

ところで今夕…じゃなくてすでに昨夕、
バイト中にぼーっとしていた私の目の前でいきなり、

「恩知らず」を

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg

踊りながら演奏するマーチングバンド♪

！（＠＠；）！

というものが大アップで出現して、

踊りながら行進しながら、通り過ぎていったのでございますが…
…（＠＠；）…

きみらはいったい、どこで何をやらかしてるんだ…

「躍るドナルドダック」も視えたけど…？

…ｗ（〜〜；）ｗ…

まさか「被曝地獄」のチバになんか、いないよね？

そこフロリダ？それともユーロデズニー…？？？？？

？（－－；）？

（「恩知らず」ブラスバンド編曲は、まだ実在しない？ようなので、代理…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=rPjcN636qi0
習志野　2014マーチングコンテトFull ver 

https://www.youtube.com/watch?v=gem7MFtWVJ4
https://www.youtube.com/watch?v=-_XbuyU6png&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
https://www.youtube.com/watch?v=rPjcN636qi0


（ちなみに私が幻視聴しちゃったのは、トランペットだけで十数人？いるような、大編成ハイク

オリティバンドで、制服は白地に黄オレンジだったかな…☆）

（編曲はちょっと「泥臭い」ところが逆に日本音楽らしくて面白かったｗ）

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=vFu3mWaJEIM
グレン・ミラー物語　（行進曲のシーン）

https://www.youtube.com/watch?v=mCI3A0EUkV8
Glenn Miller Medley－1　（グレン・ミラー・メドレー　１）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日2:07
…あ、田沢湖、揺れた…ｗ（ーー；）ｗ

福井が０．１μ超えですねぇ…

おやすみ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日2:22
「ヨーロッパで大量のヨウ素131が検出されている」
「北海道 風下」

…やはりもう死ぬのかな…
(・_・;)
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https://www.youtube.com/watch?v=mCI3A0EUkV8
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私が何度生まれ変わっても一人しか選べないのは、たぶんそこがポイント？(^_^;)
　（2015年2月27日）

http://85358.diarynote.jp/201502270854251745/

ESCALATION！ｗ
2015年2月27日 音楽 コメント (8)

おはようございます。０８：４６。

バイトは中番。

札幌は雨。

（〜〜；）

まだ２月なのに…

さて、世界は相変わらずこんな様相なので＞

「正気を保つ義務」を感じませんね。

（－－＃）

ってことで、「きみらの今生」職業仮説を立ててみました…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=nQbq1Ul9FBc
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Amadeus (Electric Quartet) - UP! We celebrate You
https://www.youtube.com/watch?v=S3Gvxgudm4U
Britains Got Talent Final 2008 - Escala

こんな感じで、クラシック音楽の基礎教育をちゃんと受けて育って、

かつ、そこからかなり踏み出した音楽活動も色々している、

スタッフ込みで総勢３〜１０人ぐらいの旅バンド？

うちひとりは「アレンジャー」（編曲屋さん？）の仕事もしていて、

きみはたぶんチェリストで、趣味？でドラムも叩く。

めんつのうちの少なくとも一人は日本出身または日本とＥＵのダブルブラッド。

さぁどうだｗ

少なくとも、「航時航宙船の中から地球を見下ろしている未来人」仮説よりは、よっぽど「現

実的」だと思うぞ…ｗｗｗｗｗ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日9:42
二重ミスっ(・ω・;)(;・ω・)

さっき起き抜けに、何故か、

「今朝は２６日の金曜日と思っていたけど実は２７日の土曜日だった」という勘違いをやらか

して、

「燃やすゴミ」を出し損ねた挙げ句、

バス停に着いてしまってから、

「正しくは２７日の金曜日」だったと認識しなおしました…
┐(’〜`；)┌

まぁ、バス待ち時間が３分延びただけですけどね。(^_^;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日9:48
きっと脳内できみらとシンクロしてたせいで時差ボケしたんだｗ

探しに行くとしたら手掛かりはユーロディズニーのマーチングバンドで「日本デー」イベントの

編曲と振り付けをしたのは誰か？って問い合わせからだね…
(‾ー+‾)

じゃ、まず宝くじを当てて。

…渡航費を、確保しないと…
…(^_^;)…＜そこから！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日10:38
クリスの「糸」は脳内送信？

顎の筋肉の動きに注目してるのは何で？(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日14:56
時間がないので箇条書きのみ。

１、「橋」をバイオリンでソロ演奏してくれた人。(^_^;)
聴こえてたけど、

「私とコンタクトをとりたい」という「ただそれだけ」が目的化していて、

「伝わってくる内容」が

何もない。…(^_^;)…

私が何度生まれ変わっても一人しか選べないのは、たぶんそこがポイント？(^_^;)

そろそろ気づこうよ…(^_^;)

２、実際この耳（じゃなくて大脳聴覚野でダイレクト受信だけど）聴いてみるまでは予想外だっ

たけど、演奏を聴いてみると確かに、「On/siraz」は、世界基準でスタンダードナンバーになれる
だけの、なんと言うか、音楽的骨格？を持ってるね…
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さすが！(^-^)g

３、「ルッキングアットユウ」のピッコロ編曲はびっくり。

すごい綺麗。o(^-^)o
弦楽６〜８重奏なん？

o(^-^)o

パーカッションは、太鼓系でなく、ウッドブロック？だかウッドストック？だか、キツツキが叩

いてるみたいな音が合うと思う。（カホンでも面白い？）

ではまたね。(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日15:06
「最初の教会は森」がテーマで、

今は亡きレバノン杉の大森林の面影に捧げるイメージで。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日20:20
バイト終了。(-_-#)
ぷち厄日で、ちょ〜機嫌が悪いですなう。(`ヘ´)

徒歩帰宅予定。

楽しい話はまた後で〜☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日20:22
津軽海峡Ｍ３。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日22:12
先ほど無事帰投。
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メシフロネル。(^_^;)



２方向からリクエストがかかっているので、４曲だけ貼るね。　（2015年2月27日）

http://85358.diarynote.jp/201502280027309239/

♪ 希望に縋り付いているけど私は大丈夫 ♪

（＾＾；）

2015年2月27日 音楽 コメント (2)

さて寝ますよ。（＾＾）

２方向からリクエストがかかっているので、４曲だけ貼るね。

１．「何かアレンジに使えそうな原曲」。

…（＾□＾；）…
ごめん、あんまり思いつかなかった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=FTI3eO735MQ
『スーパージェッター』主題歌フルバージョン　1965〜1966

https://www.youtube.com/watch?v=kca95i2hUAU
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Umi No Triton-Opening Theme

２．「なんでもいいから女性ボーカル」（ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=lylGNeto9L4
GOT TO BE REAL / Cheryl Lynn

https://www.youtube.com/watch?v=U5VALTOz88M
NEED TO BE IN LOVE 訳詞付 カーペンターズ

地震マップ @eq_map 
· 6分 6分前 
【M4.3】EGYPT 15.7km 2015/02/27 21:53:09JST, 2015/02/27 12:53:09UTC
(G)http://j.mp/1DZo4r9 (USGS)http://j.mp/1ExbUGC

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
Updated【M7.0】FLORES SEA 547.0km 2015/02/27 22:45:05JST, 2015/02/27
13:45:05UTC
(G)http://j.mp/1auAL2g (USGS)http://j.mp/1AgI6Hx

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.1】津軽海峡 深さ177.9km 2015/02/27 17:41:27
(G)http://j.mp/1Azq0Fw (アニメ)http://j.mp/1DYA4sW

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日0:43
おやすみ。（＾＾）／

https://www.youtube.com/watch?v=lylGNeto9L4
https://www.youtube.com/watch?v=U5VALTOz88M
http://j.mp/1DZo4r9
http://j.mp/1ExbUGC
http://j.mp/1auAL2g
http://j.mp/1AgI6Hx
http://j.mp/1Azq0Fw
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日4:41
マリアナ海溝！

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


（２月28日）　「正常性バイアス」という狂気の中で、バイトに逝ってきますよ
…★（2015年2月28日）

http://85358.diarynote.jp/201502280651077765/

犬HKは確か、90年代に特番をやっていた。

でもYOUTUBEは削除された。
2015年2月28日 音楽 コメント (1)
　

おはようございます。

０６：３０の目覚ましが鳴り響ています。

バイト早番。（－－；）

あと１５分。

音楽は昨夜の続きでこれが鳴り始めましたが…
https://www.youtube.com/watch?v=pojiwQldQ58
Yesterday once more Carpenters with lyrics English&Japanese訳詞付 

これじゃ目が醒めんわな…
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s
Abba - Dancing Queen

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
チェルノブイリ事故時の作業員の人なんかは、こういう症状が酷く「ある日、自動車

の運転の仕方が、わからなくなった。」とか「買い物に行っても、何を買いに来た

のか？も忘れた」など。内部被曝は、脳神経系もやられると、犬HKは確か、90年代に
特番をやっていた。でもYOUTUBEは削除された。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
被曝の影響は

http://85358.diarynote.jp/201502280651077765/
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「甲状腺ガン」とか「心筋梗塞」とか、他にもいろいろあるけど、最も多いのが「な

んだか具合が悪いなぁ」とか「異常な眠気や倦怠感」とか「なんで、うちの子は風

邪ばっかり、ひくの？なんだか弱いね」とか、そういう事も内部被曝が原因と言われ

ていますよね。つまりは「ぶらぶら病」です

昨日の異様な眠気はＭ７発震の前触れで、機嫌が悪かったのは、微量だけど札幌まで奇ガスが到

達していたせい。（－－＃）

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
2013年にも「放射性蒸気の間欠泉」ってENEニュースで言われてたっけ。
敷地の地面から吹き出す蒸気。1:35秒あたりから。
https://www.youtube.com/watch?v=IC6cuF8AQF8#t=96 …

そして私がアホなのは元からで、最近さらに常識とか理性とか見栄とかプライドとかとかが崩壊

しているのは、被曝と地震恐怖（ストレス）のせいだけど…

https://www.youtube.com/watch?v=XEjLoHdbVeE
Abba - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) 

そして今朝がたの「深層心理の自発的自己分析的な夢」で…
（－－；）

さらに新たに、

「ワガママ過ぎる自分の欲求」という内面問題

（ばかばかしすぎる！…でも深刻？）

に直面しちゃいまして、現在さらに機嫌がサイアクですが…（－－＃）…★

（怒っているのは「自分に対して」！）

こんなに「世俗的煩悩」だらけじゃ、

やっぱりまだまだ糖分、解脱も成仏も、できそうにないですが…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=IC6cuF8AQF8#t=96
https://www.youtube.com/watch?v=XEjLoHdbVeE


せめて今生でも最期はこの歌のように去りたいものですので…

https://www.youtube.com/watch?v=MfM9gQkfwyg
ABBA - Thank You for the Music

…＜（〜〜；）＞…

…精進しますぅ…☆

…拾い物。びっくり（＠＠；）男声…！
https://www.youtube.com/watch?v=eNvUS-6PTbs
Modern Talking - Cheri Cheri Lady 

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
そしてグラフでも確認できるように、2月の後半（つまり現在）も臨界している。
そしてグラフの上昇原因は偏西風にのって地球周回なのか、スカイシャインなのか。

　

おそらく偏西風。理由は雪が降ったから。臨界と寒さがセットになって雪を降らせた

。そして地上の風が関係してないから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
年末に大規模な臨界があった。隠すためにウクライナ等の原発事故がささやかれた。

そして15年1月末に次の臨界。臨界は大気の状態を変化させ、いくつかの県で降雪を。
それによって空間線量がガクンと低下。違う県では上昇して、全国に添付のピークを

。

…さて…

０６：５０．

https://www.youtube.com/watch?v=MfM9gQkfwyg
https://www.youtube.com/watch?v=eNvUS-6PTbs


「正常性バイアス」という狂気の中で、バイトに逝ってきますよ…★
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日8:35
プレステが顧客情報を

消しちゃった！(‾○‾;)とか
本当に脳ベクレ過ぎ。(・_・;)
なんの予防措置もとってなかったのか？(-"-;)

もういつ「うっかり核戦争」とかあるやら…
(・ω・;)(;・ω・)

（内臓痛い！脾臓が痛い…！） 
(ToT)
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前世「関係者」の皆様。(^人^;)　2015年2月28日

前世「関係者」の皆様。(^人^;)
2015年2月28日 恋愛 コメント (5)
 
すみません。今回、私が全面的に悪いのですが、またイジケさせてしまいま

した。

(-.-;)

雌牛脇…違った、
申し訳ありませんが、そこでグレてる鬱陶しいのを、

フォローしてやって下さいませ。(^人^;)

ごめんエル、きみ責任半分あるから！(^_^;)よろしく！

（あ、画像は全然関係ありません。今は亡き愛猫めいにゃん様、生前最後のお写真です…☆）
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日18:24
バイト終了。プチ厄日続行中。

(∋_∈)

昨日おととい現在の奇ガス被曝量が自覚を超えていたらしく、脱被曝性の不正出血が再発。

(・_・;)

早番あがりの「銭湯出撃！」

o(^-^)o予定でしたが、

あらゆるファクターが「今日は早く帰って寝とけ！」と指示しているので、安全確保を最優先に

します。(・_・;)

http://85358.diarynote.jp/201502281335039479/
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http://85358.diarynote.jp/201502281335039479/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150228/85358_201502281335039479_1.jpg
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502281335039479
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日20:23
無事帰投。(∋_∈)
とにかく色々、心身ともにコンディション激悪です。(∋_∈)
なんか食べたら娯しいこと考えて、ちゃっちゃと寝ます…
(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日20:51
ネバダとボスニアヘルツェゴビナって、【地殻核】攻撃以外の何なわけ…？（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日21:00
「今すぐ逃げるべきレベル」

。。。(〃_ _)σ‖…

ボリス・コーネフ（違）が暗殺されたり、

ミスタースポックがカトルキャ〜入りになったり…
。。。(〃_ _)σ‖

寝ます。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月1日5:47
よく眠れました。ありがとう。

(^-^)g

左のオヤシラズが上下２本同時に無理やり狭い空間に生えて来ようとしている激痛以外は体調

復旧。

一説によるとオヤシラズは前世記憶と関連してるそうなので、

(^_^;)
この痛さは自業自得と思って耐えます。(-.-;)

http://85358.diarynote.jp/
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もちょっと寝ます。(^_^;)
 
 
 
 



（２０１５年３月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年３月）
 



「好きな人と手を繋ぐ。もうそれだけでイイわ。」　2015年3月2日

「好きな人と手を繋ぐ。もうそれだけでイイわ。」（＋１．）

2015年3月2日 恋愛 コメント (1)
 

（「疲れた」で検索かけたら、変なものを拾った★）

https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参

う〜ん…（－－；）

何故唐突にこのワードで検索かけようと「思いついて」

何故最初にひっかかるのが１でも２でもなく「３」で、

そして何故、書かれている言葉がどんぴしゃり１０００％、

「私に該当するハナシ」なのかな…（＾＾；）…。

だめなの？　まだ死んじゃダメ？

生きてても、これ以上、ろくなことなんて起こりやしないよ…？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=D7ZSC-H_gwk
人生に疲れた人へ 

やめてくれ。

人生が一度しかないなら、

http://85358.diarynote.jp/201503021708452853/
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もう二度と、きみたちとは再会できない。ということになる…

それこそ、

私がこれ以上、どんな苦労をしようとも、生き延びてから、死のう。

なんて…

「努力する」理由がなくなる。

ウサギは寂しいと死んじゃうんだぞ？

リスだって猫だって、一匹で生きる命じゃない。

もう無理。

還れないなら、存在自体を、魂を…



シュレッダーにかけちゃってください。

それでいい。

　

https://www.youtube.com/watch?v=a_nv2hDfkFM
２ちゃんねる名言集 

笑った。（＾＾；）

よし、まだ笑える。

まだ、愚痴は言えるから。

おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=RTRtvF-RT3s
腹がよじれるコピペ 

それでも笑いをとろうとする私は「前世が関西人」なのか…？？
 
編集する

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=a_nv2hDfkFM
https://www.youtube.com/watch?v=RTRtvF-RT3s
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503021708452853


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月2日17:27
…次に軍人に生まれ変わらなくちゃいけないハメになったら、
現代イタリア軍にしよう。

昔いた、惨殺帝国スパルタじゃ、なくてね…（＾＾；）…。
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業務連絡！（ていうか…「コードネーム確認」…？）　2015年3月2日

業務連絡！（ていうか…「コードネーム確認」…？）
2015年3月2日 恋愛 コメント (1)
 

http://85358.diarynote.jp/201502270854251745/
これのコメント、

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日14:56
時間がないので箇条書きのみ。

１、「橋」をバイオリンでソロ演奏してくれた人。(^_^;)
聴こえてたけど、

「私とコンタクトをとりたい」という「ただそれだけ」が目的化していて、

「伝わってくる内容」が

何もない。…(^_^;)…

私が何度生まれ変わっても一人しか選べないのは、たぶんそこがポイント？(^_^;)

そろそろ気づこうよ…(^_^;)

の、後…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM
一期一会 / 中島みゆき [公式] 

これの「サビだけ」恨みがましく、（ヤケ酒呑みながら）延々１００万回送信

（－－＃）

という「報復攻撃」は、

http://85358.diarynote.jp/201503021841362696/
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しっかり聴こえてましたよ…（〜〜＃）

（曲の聞き覚えはあったんだけど、タイトル分からなくて、時間もなかったので貼り忘れ

てた…。）

やって（＾へ＾＃）くれたなｗ

えとね。

とりあえず、私の頭の中ではもう本当完全に、どれが前世記憶でどれが未来予知でどれが創作で

どれが妄想なのか…見分けがつかなくなりつつあるんですが。
（＾＾；）

そして仮に「きみたち」が「実在」しているとしても、直接「このブログ」を「日本語の同時代

進行」で読んでいるわけではなさそうだ、とも思うのですが…

（＾＾；）＜自分で自分の「正気」はちゃんと疑っております…

まぁ「被曝性精神ストレス解消療法」として「ここに書く」という「娯しみ」はすでに手放せそ

うにないので…

脳内だと「霊的かたまり」でイメージ送信できちゃいますが、ぶちぎれ文章とはいえ文字で書く

ときは、認証…もとい、人称代名詞が確定していないと書きにくいし、読んでも判らんだろうし
。（＾＾；）

「何回生まれ代わっても変わらずソウル・チーム・メイト」の中で…

いま現在、私の脳内で「双方向送信が確立」「している気」がしていて、

「個体識別」がついている人（今のところ「そっちにいる」うちでは限定４人。他の人、ご

めん。）に、

勝手にコードネームを振ります！

（＾＾；）

（なんでそこで『ハガレン』が貼ってあるかは、私が当然「ホークアイ」ちゃんのファンだから



…ｗ）

１．まず一番簡単なのがエル。（＾＾；）

エルとしか思いつかないからエル。

今生の中学２年ぐらいから私は自分が「多重人格」を発症したのかと思い込んでいたけど、「私

のなかに居て、私自身と見分けがつかないぐらい色々似ていて、私が傷つけられると、私以上に

怒り狂って（保護欲のかたまりで！）、私が自殺未遂とか繰り返して『脳内ヒキコモリ』してい

た時に、臨時で私の体を動かしてくれていた？（…反則なんじゃ…（＾＾；）…）人。
先に書いた時は「長髪美人さん」と呼んでおりました。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=n7nvCfNjkqs
Tomodachi 友達 - Sayanee & Nana at AKB SHOW Ep50

ずっとずっと、小学校２年生で手首を切ったあの頃から、「どこか高いところの大きなガラス窓

の向こう」で、半狂乱になって心配しながら「見守ってくれている人たち」がいることは、ずっ

と「感じていた」し…

だからこそ、どんなに這いつくばっても、また、立ち上がる力になったんだけど…（＾＾；）

「私があなたがたに気がついている／心配されていることはちゃんと伝わっている」というこ

とを、こちらから伝え返さなければ伝わっていなかったんだ、と、

気がついていませんでした。

ずいぶん本当に心配かけまくっておりまして、ごめん。

まだ「全快」はしてないし、脳だか魂だかに入っちゃった傷の「完治」はおそらく無理だと思う

けど、

なんとかごまかして「金継」にして、転生してもがんばって生きて行こうとおもうので、これか

らもよろしく。（＾＾；）

（長いのでいったん切るね。）（＾＾；）

 
編集する

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=n7nvCfNjkqs
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503021841362696


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月2日20:28
あぁ（＾＾；）

「ラス・ラ・エル」という「小説設定」上の名前を、後から再発見したけど…
（次々項参照）

やっぱり「エル」だねｗ「エリザベス」のエルでもあるけどねｗ
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コードネーム確認のつづき。　2015年3月2日

コードネーム確認のつづき。（「小説バージョン」鳥牙追加。）

2015年3月2日 恋愛 コメント (2)
 
２．え〜と…（＾＾；）
前世で何回すれ違いの地上のもつれ？（＾＾；）を繰り返してきたのか、勘定しきれない。そし

てそのたびにたぶんファーストネームで呼び合うような、気の置けない仲ではなかった。（上司

と部下とか、敵同士とか、…）
と（－－；）思うし、

ひとつも「名前」を思い出せない…（ＴＴ；）

https://www.youtube.com/watch?v=QP0E0KivceY
恋人以上、友達未満 

「きみ」という二人称代名詞以外に思い浮かばない。（日本語だと「あなた」「おまえ」って、

「パートナー間特定の人称代名詞」なんだよ…）

今生で数少ない知人にこの話をしてみたときには「前世のダンナ」と説明していましたが…（
＾＾：）…違うし。一度も婚姻関係とかだったことなんか（たぶん）ないし！
（－－；）

てことで…「きみ」と呼ぶか「そこの鬱陶しくぐれてるの」とか形容するか…で、続行します
…（＾＾；）…。

３．「１」のソウルパートナーで、「２」の親友。（悪友？）氏。

http://85358.diarynote.jp/201008270858341759/
ごめんやっぱり名前わからない。とりあえず「エルのダンナ」か「某氏」で通していい？

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=xTF7JWOut-E
湘南乃風「親友よ」

いつも色々とお世話かけておりまして、申し訳ございません〜…☆
（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201503021913087253/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503021913087253/
https://www.youtube.com/watch?v=QP0E0KivceY
http://85358.diarynote.jp/201008270858341759/
https://www.youtube.com/watch?v=xTF7JWOut-E


（つづく。）

 
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3月2日19:19
えーと、ここまで「４人で１組」ね…。
（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月2日19:22
訂正、

「ここまで３人＋私」で、

「４人１組」の「ソウルバンド」（ファミリー？）。

 
 
 
 

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503021913087253
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。）「コードネーム確認」の…終わり。　2015年3月2日

（＋２＆鳥牙訂正あり。）「コードネーム確認」の…終わり。
2015年3月2日 恋愛 コメント (2)
 
４．んで。（＾＾；）

ほら一応「個体認識」ついてる「上位４人」のうちには入ってるじゃん！

（＾＾；）

（と、一応フォローはしてみる…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=_a3jjtKtIs4
友達はいいもんだ 

嫌いじゃないし、一緒にいると楽しいし、むしろ好きだけど、恋愛対象じゃないし、親友という

意味でもエルには負ける。（＾＾；）

ちなみにいま私の頭の中の「ビジュアルイメージ」としては、

「私がウェイファンだった時バージョン」で「再現映像」されてるんだけど…
http://85358.diarynote.jp/201008230806215037/
http://76519.diarynote.jp/200605242334530000/

あれ？（＠＠；）と、気がついたことあって…

もしかして、「Ｍ／ＴＯＫＩ」時代の

「ニョゼ・ガモン」氏と「同一人物」か…？
http://85358.diarynote.jp/201011181338452337/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-8SQhhsSww

（＾◇＾；）

しかも！もしかして昨夜？の「すごい演奏をしたソロ・バイオリニスト」…？？

（違う？そう「視えた」んだけど…？？）

「私にフラれたヤケ」で、「自分史上最高の演奏」ができたんだとしたら、そのうち一杯おごっ

てね〜♪

http://85358.diarynote.jp/201503021932086768/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503021932086768/
https://www.youtube.com/watch?v=_a3jjtKtIs4
http://85358.diarynote.jp/201008230806215037/
http://76519.diarynote.jp/200605242334530000/
http://85358.diarynote.jp/201011181338452337/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-8SQhhsSww


　（＾ｗ＾；）ｇ

そして早く、「すみれ色のドレスの彼女」と…「再会」できますように…！

https://www.youtube.com/watch?v=N4ZJo1qiYJI
オペラ椿姫 (La traviata) よりヴィオレッタ「ああ、そは彼の人か」「花から花へ」

https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4
Berryz工房「友達は友達なんだ！」 (MV)
 
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3月2日19:45
あ、それから、今逝ってる「バイト先」に…

何故か「見覚えのある」ソウルチームメイトが…
最初１人…o（＾ｗ＾）o…

そのあと何故か「だんだん増えてる」ので…
（＠＠；）

しばらく「ここにいろ」ってこと。だよね…（＾ｗ＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月2日20:38
…あ、全然「呼称の確認」に、なってない…
（＾＾；）

ニョゼとかチャイとか、てきとーに（気分で）呼ぶよ〜☆

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N4ZJo1qiYJI
https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503021932086768
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


 
 



「壁に交渉してみようよ」。　2015年3月3日

「壁に交渉してみようよ」。

2015年3月3日 恋愛 コメント (5)
 

あらためまして、おはようございます。

０７：４１です。

バイトは中番。

札幌は絶好天。（＾＾）

なぜか悠宙舞さんが昨日の続きで？

こんなのを「推薦」してくれたので、

笑いながら視聴しております…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=XTVVXzoKnbE
この坂どうやって登るのかちょっと考えようぜ【2ch】

うはははは…ｗ（＾◇＾；）ｗ

おうちに帰れた！

おうちに帰れた…！（＞ｗ＜）！

https://www.youtube.com/watch?v=Pu0mzHraMK4
Theme From Antarctica - Vangelis

　！（＾Ｏ＾）！

ちなみに昨夜は暖かく熟睡できて、夢の奥の奥で「きみがエッフェル塔の足元？広場からパリの

街並みを案内してくれているところ」だけ、記憶して目がさめた…。

未来に現実に起こることの「予知夢」なのか、

http://85358.diarynote.jp/201503030811085177/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503030811085177/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4125011451/
https://www.youtube.com/watch?v=XTVVXzoKnbE
https://www.youtube.com/watch?v=Pu0mzHraMK4


きみが夢のなかで「ここにいますよ」というヒントをくれたのか、

判別つかないけど、まぁ気にする必要ないよね。

（＾＾；）

フランス語は苦手だし、（ドイツ語も苦手なんだけど）、パリには現世でも３２年前に１週間だ

け滞在したことがあって、メルシーとポルファボゥルしか言えなくても日常の買い物ぐらいは不

自由しない。

（ホテルを予約するとか列車の行き先を確認する程度の英語はなんとか喋れるので大丈夫）。

イザとなったら日本のこのゴタゴタ荷物は全部（無責任に！）投げ捨てて身一つで旅立とう。

大丈夫。私、どんな環境下でも、サバイバル能力だけは自信ある！

ｏ（＾ｗ＾）ｏ

あと、無いのは、本当に…

「気力」と「体力」と「資金」だけ。だな…

…（－－；）…

気力と体力は被曝ですり減る量より素早く増やしていくしかないので、がんばるとして…

＜（〜〜；）＞

宝くじ、「本気で」買うかな…（＾＾；）…。

ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Xkc6TB4EeqI
炎のランナー テーマ曲　（ヴァンゲリス）
Chariots of Fire - Vangelis

「二度と還れない／逢えないかも！」と思ってしまえば、それだけで、心身がガックリ崩れ落

https://www.youtube.com/watch?v=Xkc6TB4EeqI


ちて、身動きとれなくなってしまうのは、あの、「デルフィニアの王妃さん」でさえ、そうなの

だから…

恥じることはない。

かならず戻る！

何回、生まれ変わっても…

きみらのところに還る！

　

 
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3月3日10:19
そして本当に今、自分史上最高額（それでも1000円）の出費をして(^_^;)百円くじを10枚も！
買い込んで来たので、

皆さんの願望達成パワーで応援よろしくです〜！＼(◎o◎)／

本当に、あと足りないのは

資金力だけなの。(^_^;)

それさえあれば、いくら今生の私の実務処理能力が低くても、

遅くとも一月半以内には、

出国までは出来る予定なの…

（ニホン性腐の「渡航制限」が始まるのが、最大の恐怖…
…(・_・;)…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503030811085177
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2015年3月3日15:52
「常磐高速 ５μ」

どこの宇宙刑務所だ…(‾○‾;)

訂正。私がパリに行ったのは、２２年前、２８歳の時。

（そしてもちろん、１０代だと思われていたｗ）

もひとつ訂正。(^_^;)
そう。

きみが私に現在地を知らせようとしたのなら、当然、エッフェル塔の本体を真ん中に、新聞の日

付欄を視界に入れて、とか、凱旋門の前に腕時計の画面を入れて…とかで「送信」してくるは
ずだ。

(^_^;)

私がたまたま「そこへ行ったことがある」（ことをきみは知らなかった）「エッフェル塔を背に

パリ市街を見おろす」なんて構図…(^。^;)

きみの送信画像のはずはないので、つまり「私の予知夢」だよね…

(‾ー+‾)

そして私の予知夢って、時期は未定でも「必ず実現する」んだよね…♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

エル。(^_^;)
そこのご機嫌さんのセントバーナードがウザかったら、ちょっとくらい踏んづけてもいいから

…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月3日20:14
眠いと思ったらＭ６。(∋_∈)

…ごめん！
ごめんてばっ！

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月3日20:51
バイトは終了。

買い物終了。

さくさくバス帰宅…
と思ったら、時刻表を平日と休日と読み間違えていて(-"-;)
プチ遭難中…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月3日20:56
いま前線にいたら確実に死んでるね。(^_^;)

…きみら、泣くか笑うかどっちかにしないと、あした腹筋が痛いと思うぞ…(-"-;)
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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「同行二人」。　2015年3月4日

「同行二人」。

2015年3月4日 恋愛 コメント (2)
 

さて。

もはや「時系列」と「史実？と妄想」が、私の脳内ではぐちゃぐちゃになってるんですが、考え

てみれば、もし私が「ウェイファンだった回」がすでに「過去世」なのだとしたら、昨夜の私の

一人で荒れ狂ってキレまくって、それでも一応ココに書きこんできみらを嘆かせるのだけはなん

とか我慢した…程度の「ヤケ」くらい、きみら、すでに慣れっこか？

…ｗ（－－；）ｗ…

…なんだ、遠慮して損した…？？

（いや（－－；）それ違★）

https://www.youtube.com/watch?v=Kh37maEyIMs&spfreload=10
Sarah Brightman y Antonio Banderas - The Phantom of the Opera (1998) 

「ウェイファン」がしょっちゅうキレて暴れて楽屋？で壁を蹴り壊したり椅子を破壊したり（

－－；）していたという記憶？は、ちゃんとあるんですが…
（あのころ「私」の行動って…五歳児なみだった…？）（－－；）

そして、それでも。

母性本能の塊のようなエルですら「も〜っ！知りませんよ！」と、怒って部屋を出て行ってしま

うような時でも、それでも。

きみは、勝手に荒れ狂ってる私に乱暴に部屋から追い出されても、なお、

扉の前から動かず、じっと私をみている。

http://85358.diarynote.jp/201503040850337160/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503040850337160/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4309407099/
https://www.youtube.com/watch?v=Kh37maEyIMs&spfreload=10


視えてるはずはないのに、じーっと「気配を観察」している…。

…（＾＾；）…

きっと私は昔、「すごく幼いうちに病死してしまったきみの一人娘」とかだった回があるせい？

とか、きみの「心配性」を、考えてたんだけど…。（そんな回もきっとあっただろうとは思う
けど）。

https://www.youtube.com/watch?v=Q7NBShXTTgE
サラ・オレイン - A Time For Us 〜 永遠の愛 | Sarah Àlainn 

以下は、今朝６時過ぎから７時半まで？の間の…
「半覚醒状態の夢で視た」

前世記憶というよりは、私が「創作した」？情景ですが…

何万年も前？の極寒地帯。

群れからはぐれた１０歳くらいの私と、

群れからはぐれて雪に埋まっていた赤んぼ狼のきみ。

私はきみを拾って育て、すぐにきみが獲物を捕って来て私を養ってくれるようになった。

春も夏も秋も冬も、ずっと一緒に暮らして一緒に眠り、一緒に食べて、一緒に遊んだ。

ずっと一緒だったけれども、きみは狼だったから、人間の私よりはずいぶん早くに死んだ。

でもきみは、情の深い、忠実な狼だから。

そしてぼくは、「狼の家族」だから…

死んでもきみはぼくのそばを離れず、ずっとずっと、そばにいて見守ってくれていた。

と、いう、おはなし…。

https://www.youtube.com/watch?v=Q7NBShXTTgE


だからきみは、私のことは「養う」対象。と、みなしているわけで…
（＾＾；）

むしろ私が「役に立たない」のは、ぜんぜんオッケーなんだ？

（＾＾；）

わたしが勝手に、がんばろう！とかあがいて、かってに疲れている。だけ…？

…ｗ（－－；）ｗ…

え〜と。いやしかしそれじゃ…

「家族」で「同性」で、しかし「異種族」…相手に、かってに欲情というか恋愛感情を持って
しまった私のほうが、人間として大変態さんだという、あらたな大問題が…＜（〜〜；）＞…

と、いうことで、『南総里見八犬伝』を貼って逃げる！

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=nd01lLmzbmU
仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌 

ついでだ。全員、砂を吐きやがれ…！
（やけｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=lwhktC-x3x8
里見八犬伝 / satomi hakkenden

（※いま検索してテキトーに拾ってきただけで、こんな恥ずいアニメは観てません…☆）
 

https://www.youtube.com/watch?v=nd01lLmzbmU
https://www.youtube.com/watch?v=lwhktC-x3x8
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503040850337160


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3月4日8:51
エル、

この「ＮＨＫ版の八犬伝」、

…編曲に向いてない？
（＾＾）ｄ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日8:56
そういえば、私が全然ただの足手まといで、きみの迷惑ばっかりだった旅暮らしの人生の回。と

かも、あったのに…（＾＾；）…

きみ、むしろ、愉しそうだった？という記憶がよみがえったぞ…＜（〜〜；）＞
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前項コメント欄の続き。(^_^;)　2015年3月4日

前項コメント欄の続き。(^_^;)
2015年3月4日 恋愛 コメント (8)
 
激睡魔続行中。

まだまだドカンと揺れるよ！

(∋_∈)

札幌でも被曝性体調不良者続出してるけど、ほとんどは風邪か更年期障害だと思ってる…

さて。＞きみ。

シベリアンハスキー違うから。

(^_^;)
人類が犬を家畜化する前の、

白っぽい狼だから。(^_^;)

WOLFだとEUの人には印象悪いのかもしれないけど、
日本だとWOLFはOOKAMIまたは
OOGuchiMAGAMI、つまり
BigMouthGODで、(^_^;)
守護神て意味があるんだよ。

(^。^;)

まぁチョビでも和むけど。

萌え度はWOLFのほうが上。ｗ

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日14:57
そして。

http://85358.diarynote.jp/201503041451487366/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503041451487366/
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503041451487366
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「アタシを忘れるなんて薄情者〜っ！」て叫んでるひと、そこにいる？(^_^;)

見た目は白ウサギ、

毒舌マシンガントーク女王様。

ピンクペッパードライジン。

┐(’〜`；)┌

ウェイの科学者仲間で呑み仲間で体制批判の同士？

(^_^;)

覚えてるけど、私への執着度でニョゼに負けてたｗ

σ(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日15:05
とりあえず自分の正気は放棄。

(^。^;)

…黒帝もいたりして…
…(・ω・;)(;・ω・)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日20:13
むしろ地震が止まっているので怖いね。(・_・;)

富士通と京セラの頑丈な端末とやら欲しいな♪

o(^-^)o
ＥＵ行ったら、それにしよう♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日20:17
バイト終了。

筋力維持のため歩帰宅ですが、

危ガスを吸うと内分泌撹乱で？

疑似ウツになる？ようなので、

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


昨日のような二次被害が発生した場合、

エルのフォローをよろしく〜

(^人^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日21:51
無事帰投。

線量低め。(^_^)v
心身堅調。

家事やってごはん食べて

マンガ読んで寝ます。(*^_^*)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日23:29
地震が止まっていて恐い。

(・_・;)
そして立川断層が割れ始めた…
ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日0:13
おやすみ。

ずっと一緒にいてくれて

ありがとう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日5:47
よく眠れたよ、ありがとう。

(*^_^*)

昨日は太陽でＭ８フレア。

睡魔続行中。

揺れるのは今日か…(・_・;)
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ひとりぼっちじゃないんだ…♪（＾ｗ＾）♪　2015年3月5日

ひとりぼっちじゃないんだ…♪（＾ｗ＾）♪
2015年3月5日 恋愛 コメント (1)
 
おはようございます。

０８：１６です。

バイトは中番。

バス通勤予定。

心身低め堅調。

一晩ずーっと「狼さんと一緒♪」という

楽しい妄想に浸っておりましたので、

（＾＾；）ご機嫌さんですｗｗｗ

昨日はドサクサで、エルにこの曲ちゃんと聴いてもらってないんじゃないかと思うんで、編曲用

？推薦曲として貼っておきます。（＾＾）

https://www.youtube.com/watch?v=VM84de0CiIc
ＮＨＫ人形劇「新八犬伝」テーマ曲 Gratis Mp3 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ6EMUsGqyM
新・八犬伝OP〜めぐる糸

うん。（＾＾）好きだったんだよね、これ、すごく♪

…いま「偶然」拾ったオマケ…（＠□＠；）…☆
https://www.youtube.com/watch?v=tLn_cmJ5EQE
深く潜れ OPV 

…さて。
札幌は通年より一カ月以上早い消雪を迎えつつあり。

フクイチと地球環境の破壊っぷりは、もうどうしようもありませんが。

とりあえず、気がついたらあっというまに、すでに４回目の？「３．１１」を、迎えつつある

…（－－；）…。

http://85358.diarynote.jp/201503050835271859/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503050835271859/
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ちょっとだけ時間があるので、過去録を振り返ってみましょう…。

http://85358.diarynote.jp/?day=20140305
http://85358.diarynote.jp/?day=20130305
http://85358.diarynote.jp/?day=20120305

http://85358.diarynote.jp/?day=20110305
http://85358.diarynote.jp/?day=20100305
http://85358.diarynote.jp/?day=20090305
http://85358.diarynote.jp/?day=20080305

http://76519.diarynote.jp/?day=20070305
http://76519.diarynote.jp/?day=20060305

https://www.youtube.com/watch?v=jBhnPNaW9gA
新・八犬伝ED　　夕焼けの空

 
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3月5日8:45
惜しいッ（＾＾；）

０５００６９９、…を観て、
その次みたら、

０５００７０１．に飛んでた…☆
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いたよ、「ニョゼ・ガモン」…ｗｗｗｗ　2015年3月2日

いたよ、「ニョゼ・ガモン」…ｗｗｗｗ2015年3月2日 リステラス星圏史略　（創作）
 
「玄奘西域記 1~最新巻(プチフラワーコミックス) [マーケットプレイス コミックセット]」のみん
なの感想

玄奘西域記 1~最新巻(プチフラワーコミックス) [マーケットプレイス コミックセット]
－

 
 
初レビュー日： 2015年2月4日
メーカー　　　： Book
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pYUFP2NgkR8
生きてる人へのメッセージ ＤｅｅＪａｙ河内男　♪　如是我聞　♪
 
…「本人」か…？（＾◇＾；）？

＞「ニョゼ・ガモン」氏と「同一人物」か…？
http://85358.diarynote.jp/201011181338452337/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-8SQhhsSww

（参照）

http://85358.diarynote.jp/201410020847352640/
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激眠い継続中。(∋_∈)　2015年3月5日

激眠い継続中。(∋_∈)
2015年3月5日 恋愛 コメント (5)
 
まだそんな揺れてないですね。

(-.-;)
これから来るのかな？(-"-;)

バイト終了。徒歩帰宅予定。

そろそろ本気で転職タイミングなんですが、もはや日本国内で働く気持ちは皆無で。

さりとて私の履歴書でイキナリ海外転職ができるわけはないしな〜…
(-"-;)

発泡スチロール塞がりです。

(-"-;)

どこかに蹴破れる突破口はないものか…(-_-#)

さて、もはや自分が完全に正気だかリアルだかを棄てて「物語の作中人物」になり果てているよ

うな気がする最近ですが。

。。。(〃_ _)σ‖

なんか頭蓋骨の頭頂部のキャノピー開けて、大脳新皮質の増設だか再装填？だかの霊的手術？を

受けてるような実感？があるんですけど今。

(-"-;)

まさかアノ時、エルが哭きながら必死でコピー録ってた、アノ「脳細胞の４分の１」再移植工事

…とか、言わないよね…？

(・ω・;)(;・ω・)

てか、アノ時って、どの時だ！

(‾○‾;)

http://85358.diarynote.jp/201503052046322797/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503052046322797/


ウェイって作中人物じゃなかったの？

私の前世だったの？

(・ω・;)(;・ω・)

あの時リエンと一緒に一瞬で、爆殺されたとばっかり思っていたけど…(・_・;)

じゃ、ぼんやりとだけど確かに記憶？にある、哭きながら私の脳細胞の記憶コピー復元作業して

いる誰かさんとか、ガラスに貼りついてるギャラリーとか、医療班の悲愴な緊張感とか…

(・ω・;)(;・ω・)

あれはなんだろう？(・_・;)？

（…とりあえず帰ります…）
 
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3月5日21:02
いや違う。(^_^;)
少なくとも、

「ウェイの回じゃない。」

だってその場合、エルの位置が違う。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日21:16
ごめん。(^_^;)
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てことは、

「肝心のその回の記憶が残ってない」かも…(-.-;)

「絶対治すっ」って哭きながら私の脳細胞の記憶コピー復元作業を不眠不休でやって、終わった

とたんに気絶して、当然待機してた熊さん（うちのが狼さんだからエルの相方は熊さんね）に担

がれて病室送りにされてるところとか…

半狂乱のくせに、必死で平気な顔して、隊をとりまとめてくれてた狼さんとか…（ごめん。あり
がとう。）

そこだけ「覚えてる」。

（って…(・_・;)…ドコに居たんだ私？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日21:19
あれっていわゆる「臨死体験」？(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日21:23
脳幹と脊髄は生きてたんだよね？(^_^;)
で、大脳新皮質が大幅欠損。

頚から下の体部も大半が損傷。

(・_・;)

ふつう死なせるだろその場合…
（；‾Д‾）

…無茶したなぁ、きみら…

（だ、大丈夫…？）
(・ω・;)(;・ω・)

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


てか、じゃあ、いまココにいる「私」は、なんなの？

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日22:45
きみたちの怒りっぷりから逆算すると、事故じゃなくてテロ？

(^_^;)
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本日の行動予定。（＾＾；）　2015年3月6日

本日の行動予定。（＾＾；）

2015年3月6日 恋愛 コメント (4)
 
（前項コメント欄つづき）。

受信できてません。

アウトドアタイプの乗用車のなかで、

きみが泣いちゃってて、

集中できてないのだけ、視える。（＾＾；）

気分に合う曲が思いつかないのでコレでも貼るかな…☆

https://www.youtube.com/watch?v=jgJ3QnrD3k0&spfreload=1
Mission Impossible II Theme Instrumental 

これを書き終え次第、

ご飯食べて着替えて、

徒歩で菊水元町の水再生プラザの脇を通って

ＪＲ白石駅まで。

途中経路上の郵便局と北洋銀行に立ち寄ります。

ＪＲ森林公園駅から「森林公園温泉きよら」まで徒歩。

４〜５時間（＾ｗ＾；）入浴予定。

同一経路を逆行してＪＲ白石駅から、

coopと生鮮市場と卸売スーパーを経由して、
一旦帰宅。（たぶん）

荷物を置いてから、

菊水元町のLUCKYとホーマックとcoopを経由して、
本帰宅。

以上。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201503061051351636/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503061051351636/
https://www.youtube.com/watch?v=jgJ3QnrD3k0&spfreload=1


誓います。

（以前よくやってたように、）意図的にガードをまいて、

プチ脱走…（＾＾；）…とか、
やらかしませんので…。

（どう考えても、この情報量は「私の楽しい妄想」の領域は超えてる。

（＾＾；）

　少なくとも、「本人に自覚を越えた幻覚」（狂気）の領域までは、突っ込んじゃってる…☆）

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=HiRSBfxpb_c
Star Trek IV: The Voyage Home Main Title 

ではね。（＾＾；）

ポイント通過時間は未定です。よろしく。

地震マップ @eq_map 
· 11 分 11 分前 
【M3.3】日高山脈 深さ156.6km 2015/03/06 10:29:54
(G)http://j.mp/1wKo4L3 (Y)http://j.mp/1wKo4L5 (アニメ)http://j.mp/18mYyQ3

地震マップ @eq_map 
· 1 時間 1 時間前 
【M4.4】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 4.5km 2015/03/06
09:07:46 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/18mRFOL (USGS)http://j.mp/1BcX2dU

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M5.5】日高地方 深さ61.6km 2015/03/06 08:06:00
(G)http://j.mp/1aOoN3G (Y)http://j.mp/1AMzYPi (アニメ)http://j.mp/1BcORy7

https://www.youtube.com/watch?v=HiRSBfxpb_c
http://j.mp/1wKo4L3
http://j.mp/1wKo4L5
http://j.mp/18mYyQ3
http://j.mp/18mRFOL
http://j.mp/1BcX2dU
http://j.mp/1aOoN3G
http://j.mp/1AMzYPi
http://j.mp/1BcORy7


地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ20.9km 2015/03/06 02:57:47
(G)http://j.mp/1CCetaR (Y)http://j.mp/1BUth51

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M3.5】北海道北西沖 深さ238.5km 2015/03/06 01:23:27
(G)http://j.mp/1EQyTMZ (アニメ)http://j.mp/1ALTifE

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ44.8km 2015/03/05 23:13:32 http://j.mp/1NkCB4S

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ29.7km 2015/03/05 22:59:04 http://j.mp/17UZRWy

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
【M2.8】釧路地方 深さ117.8km 2015/03/05 22:45:56
(G)http://j.mp/1Gno6vm (Y)http://j.mp/1Nkw6Pv

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M4.0】日高山脈 深さ54.3km 2015/03/05 21:23:31
(G)http://j.mp/1BKMRih (Y)http://j.mp/1ALH3zA (アニメ)http://j.mp/1B6AgW2

http://j.mp/1CCetaR
http://j.mp/1BUth51
http://j.mp/1EQyTMZ
http://j.mp/1ALTifE
http://j.mp/1NkCB4S
http://j.mp/17UZRWy
http://j.mp/1Gno6vm
http://j.mp/1Nkw6Pv
http://j.mp/1BKMRih
http://j.mp/1ALH3zA
http://j.mp/1B6AgW2


 
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3月6日11:36
いま出ました。

「外見的特徴くらい教えて下さい」というきみの泣き声は聴こえた（気がする）。(^_^;)

ごめん書くの忘れたんだよ。

(^。^;)

黒いコート、黒い髪、メガネ、身長１６０cmの成人女性。
以上。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日12:35
ＪＲ北海道に女性車掌さんが、ふつうに乗務している。

そんな時代になったんだよ？

o(^-^)o

「きみたちの直近の前世」で、私がいったいどういう理由で？

テロ殺されて？（たぶんボリス・コーネむつぉフ氏とかヤンウェンリー氏とかジェシカエドワー

ズ氏みたいな理由であろうかとは思うが）(^_^;)

現在こういう事態になってるのか判りませんが…┐(’〜`；)┌

前史時代の地球の

「この時代の日本」を…

実体験できる機会が持てて…

良かった。(‾ー+‾)ニヤリ

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503061051351636
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日17:13
女性の入浴中を想像しないようにしようというあらぬ努力で集中力を欠いていたことだけ判った

ｗ┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日17:25
あと、違うね。(^_^;)
今朝きみが乗ってたの、

左ハンドルだ。(^_^;)

ジープとランクルの間くらい？のゴツいけど居住性の良さげなアウトドア仕様。(*^_^*)

「レンタカーでこんなの借りれる？」と、夢の中で思ったことを思い出したから、

きみの現在地は札幌と同程度の気候の、ＥＵか北米だ。(^-^)g
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業務連絡！方法の業務連絡…（＾＾；）　2015年3月7日

業務連絡！方法の業務連絡…（＾＾；）
2015年3月7日 恋愛 コメント (4)
 
「二分割幽霊綺譚」のみんなの感想

二分割幽霊綺譚

単行本 講談社 発売:1983/03 944円
 
 
初レビュー日： 2015年3月7日
メーカー　　　： 講談社
(0 点/ 1人)
 
 
あらためまして、おはようございます。

０８：１８。よく眠れました。

心身とも安定。（＾＾）ｇ

一曲目は「きのうの続き」で、

エンドタイトルから開幕…☆
https://www.youtube.com/watch?v=odYI7sm4FWA
11 Home Again: End Credits 

貼ってある画像はこれね。（＾＾；）

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c6%f3%ca%ac%b3%e4%cd%a9%ce%ee%e5%ba%eb%fd
二分割幽霊綺譚

札幌は降水確率は低かったのにちょっくら吹雪いてました。もうやんだかな？

バイトは中番。バス通勤の予定。

http://85358.diarynote.jp/201503070901535508/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503070901535508/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4062002248/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4062002248/
https://www.youtube.com/watch?v=odYI7sm4FWA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c6%f3%ca%ac%b3%e4%cd%a9%ce%ee%e5%ba%eb%fd


さて。地震と睡魔の話はおいといて…。

https://www.youtube.com/watch?v=EGsyuElp-3I
20 End Title 

【業務連絡方法についての業務連絡】です。

　（＾＾；）

時間があまりないので、現状を私がどう解釈したか、の話はあとに譲ります。

今生、私に「できることと、できないことがある」についてです。

ＰＫ（念動力）、まったく使えません。

テレパシー、あるていど使えてます？　が、たいへん不確実です。

未来予知、これも能力として「ある」けど、たいへん不確実。（－－；）です…

基本、エンパス（感情同調）と「勘」だけで情報収集してます…。
（＾＾；）

「画像送信」されてもね、そしてわざわざ日本語にして？くれていてもね。

「文字データだ」ってことが判るだけで、読むのに時間がかかるの。

（＾＾；）

エルが書いた総譜？をきみが暗譜してる視覚が一度「視えた」けど、

横文字？と五線譜のものすごい「白黒ビット数」の「模様」が「視える」だけで…

まったく（＾＾；）判読できません。

私は現在（きみたちが考えてるような？）

「網膜画像データをテレパシーで受信して言語やを通して意味情報を受信する」

たぶん、できてません。（＾＾；）

きみたちの運動神経や内分泌系に「同調」することで、きみたちの筋肉の震えや涙の熱さや、そ

れがどのくらいの量と勢いで流れおちてるかの皮膚感覚…とか、の、データから、「きみたちの

https://www.youtube.com/watch?v=EGsyuElp-3I


記憶」再現を観て？現在の情報を再構成してる。

（＾＾；）

えとね。説明が難しい…？

エルががんばって治してくれて「元のカラダ」に埋め戻してくれたらしい部分、現在、まだ、シ

ナプスがつながってません。

「こっちの私」は、大脳前頭野で処理するべき領域の作業はできてない。

間脳と脊髄で、同調受信したデータを、海馬を通して？とかして、画像解析して、視覚野で意味

のあるデータに再現？？？

とか、たぶんそんなことをして情報を把握している。

（＾＾；）

「きみたちが聴いてる音楽」は、

「聴きながら強く私のことを考えていてくれれば」クリアに聴こえる。

その音楽からきみたちの感情や記憶は類推できる。

私に向けて話してくれてる「感情」はわかる。

（日本語音声に「自動翻訳」して聴いてる）

でもきみたち同士で話している言語はまったく理解不能。（＾＾；）

文字データも（日本語でも）受信が困難です。

たとえばきみたちが体を動かしながら、「ボディランゲージで」伝えようとしてくれたほうが…

（筋肉の動きや目に見ている時計や新聞などの物体は私に伝わるので…）

へたに文字情報を理性的に視覚画像で送信してくれようとするよりも、確実性がむしろ高いよ？

（＾＾；）



「大脳前頭野から頭頂部に欠けての、【元のカラダ】で欠損した脳の部分で処理するべき高次脳

機能は、現在まだ【工事中】につき？使えません」

ので、情報伝達手段は工夫してくれるとありがたい。

（＾＾；）

タイマー鳴りました。

バイトに逝ってきます…☆

…やっぱりこれが一番好きだなぁ〜♪
https://www.youtube.com/watch?v=o87RZRSCENw
18 End Title 

https://www.youtube.com/watch?v=hFheKByY908
22 Epilogue / End Title

https://www.youtube.com/watch?v=ECY84LK3fk0
04 Docking Maneuvers
 
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3月7日9:45
…日本語で「ウツツを抜かす」
って表現があるんだけどさ…
(∋_∈)

昨日せっかく買い出しに行った昼飯用のパン持って出るのを、

…忘れた…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日10:17

https://www.youtube.com/watch?v=o87RZRSCENw
https://www.youtube.com/watch?v=hFheKByY908
https://www.youtube.com/watch?v=ECY84LK3fk0
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503070901535508
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


通常予算の倍額４００円だして贅沢パンを買って来ましたｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日10:36
エル、そのマイクロナノさいずのカニ痒い。(T_T)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日14:50
変に煙いと思ったら２ブロック先の鬼ＨＫ札幌が火事？

（そろそろテロでも驚かないよ…）
(-"-;)

「ヨウ素 検出 3月5日」
「ガス壊疽」(∋_∈)
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トラトラトラ！（爆笑ｗ）　2015年3月7日

トラトラトラ！（爆笑ｗ）

2015年3月7日 恋愛
 

受信したｗ(^Ｏ^)／
ウケたｗ

長いから返事は夜ね！ｗ

 
 
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201503071340149176/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150307/85358_201503071340149176_1.jpg


虎だ虎だ…！　（爆笑の続きｗ）　2015年3月8日

虎だ虎だ…！　（爆笑の続きｗ）
2015年3月8日 恋愛 コメント (7)
 

おはようございます。０８：０４。

バイトは中番。バス通勤予定。

心身安定。食欲旺盛。（＾o＾）

さて。約一名様、お待たせしましたｗ

http://85358.diarynote.jp/201503071340149176/

まずは一曲。（そのまんまな内容だ…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=wWQ7wrPyUe0
ABBA - Tiger 

昨日のお昼過ぎ？

http://85358.diarynote.jp/201503070901535508/
の伝達内容に対する反応だったことは明白ですが…
（＾＾；）

画像１のようなデッカイ写真持って、鏡に向かって？

http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150308/85358_201503080834408082_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=wWQ7wrPyUe0
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「私のことはケーニヒ（虎）と呼んで下さいッ！」と、

激しく自己主張する某氏の姿が、明白に…ｗｗｗｗｗ

さすが「ひとたらし」と呼ばれた前世ニョゼ・ガモン…?!ｗ

「理性でなく感性に訴える」コミュニケーション能力の高さは、やっぱり天災だよね…ｗｗｗｗ

とバイトの最中に笑い出すのをこらえるので必死でしたよ…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=r41exeeQ5vM
ABBA - The Way Old Friends Do with Lyrics 

いや、狼さんと白熊さんに対抗して、自分は虎で…！

https://www.youtube.com/watch?v=OdJVSFh6008
【アニメ】タイガーマスク　OP

という、単純な発想はよく判るしｗｗ

私の要望を完璧に満たした伝達手段だったのは確かだし…ｗ

画像ときみの「感情」（要求）はとってもクリアに伝わってきたので、

「主語」と「動詞」は直接脳内で日本語に自動変換されて、ついでに、

ケーニヒ（虎）という音と意味、

ティグレ（TIGRE） というスペルが、文字多重放送？で伝わってきたので、

トラちゃんの母語がドイツ語？で、

現在使用中の言語がフランス語？て、

ところまで情報が解析できましたが…。

（＾ｗ＾）ｇ

https://www.youtube.com/watch?v=N13qzkWERCo

https://www.youtube.com/watch?v=r41exeeQ5vM
https://www.youtube.com/watch?v=OdJVSFh6008
https://www.youtube.com/watch?v=N13qzkWERCo


【アニメ】タイガーマスク　END 

きみ、TIGERってイメージじゃないし！

「トラちゃん」って、日本語だと「縞模様の猫」（画像２）って意味だし…ｗｗ

むしろ同じ【ＴＯＲＡ】でも、日本人の大好きな、

コレだよ、これ…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=qjd-4rrX1K8
男はつらいよ 主題歌 (歌詞付き) 

ってことで…ｗｗｗｗｗ

ほんとウケたｗｗｗｗ

ｗ（＾◇＾；）ｗ

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日8:40
そしてその後、私がひとまず「トラトラトラ！」を送信したちょっと後…

ｗ（＾＾；）ｗ

すかさず

https://www.youtube.com/watch?v=qjd-4rrX1K8
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503080834408082
http://85358.diarynote.jp/
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「間抜けな虎の背後から、強烈キックをかましてやろうと、狙いを定める白兎」という…

一コマぎゃぐ漫画の送信ありがとう。白兎…ｗｗｗｗｗ

（頼むからバイト中に私を笑い死にさせないで…ｗｗｗｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日8:50
あ、エルが階段昇って行って、小さいドア開けて、

部屋の中を見せてくれてる動画？送信もありがとう。

状況からして、その部屋に泊めてくれるという話かな？と推測。

エルがフランス語で（一言も判らないけど、声がきれい♪）何か言ってたのは、

「何か足りないものがあれば言って下さい」みたいなことかなと思ったけど、

狼さんが「エルの顔を観る」のに集中してたんで、

部屋の中は、白っぽいインテリアで居心地良さそうでベッドが視えた。

ぐらいしか判らなかった。

（＾＾：）

エルが私に良かれと思って揃えてくれるものなら、文句は言わないよ〜。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日9:00
バイト〜★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日9:44
一個前の書き込みに対して、すかさず、

「ウソだ！」

ってツッコミが同時に複数方面から聴こえたのは、何でなの〜？

…(・ω・;)(;・ω・)…と、

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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過去世の自分の行状を、少しは反省してみる…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日10:16
３月８日の札幌の午前９時の

気温がプラス８℃…って、
一月半、早いよ…？
(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日14:55
パプアニューギニアのＭ６の後Ｍ４超級が連発。

太陽黒点と高速風。

日本人はどんどん脳ベクレ。

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月9日8:36
０５０９９０．
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生きる気力暫減中。(∋_∈)　2015年3月8日

生きる気力暫減中。(∋_∈)
2015年3月8日 恋愛 コメント (6)
 

なんかねぇ。(^_^;)

このまま生きてても、

「実在するきみら」に、

再会できる可能性は０かと思うと、これ以上ガンバレなんて、

言われても、

やっぱり無理かと思うよ？

。。。(〃_ _)σ‖

バイトは終了。

やはりもしかして最近「幻覚」が我ながら激し過ぎるのは、

ユーカリ入りの喉飴に催幻覚性があるのかと…（私はアニスシードで麻薬状のトリップする体
質(^_^;)…）

思いつつ買い足しに行ったら、

きっぱり売り切れだった…
(ToT)

これ切らしたら、きみらの幻覚は視れないのかな…？(ToT)

 
編集する

コメント

http://85358.diarynote.jp/201503082105276866/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503082105276866/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日21:45
仏に遇っては

仏を殺せ。

L(・o・)」

そもそも存在しないものを

心の拠にしている時点で、

「自分が理想とする自分」に、

失格だ。

いくら孤絶刑が辛くても。

やらかしたカルマのムクイなら

自分で負うしかない。

狂気と幻覚にすがって甘い夢の罠に溺れて。

それで自力更生の

努力を放棄してるなんて。

それでもおまえは私なのか…？

(`ヘ´)

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


ガンバレ私！

ほかの誰に言われても

死にたくなるけど。

ガンバレ私！

私だけは知っている。

私はまだまだ毅い！(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日22:12
もう本当に今日の地球の地震の回数は何？

ほんといっそさっさと殺して？

(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日23:37
おもしろい話。(^_^;)

「大丈夫、心配しないで。間に合うように必ず迎えに行きますから、そこでじっとしてらっし

ゃい」と…、
甘く囁くのもエルなんだけど。

┐(’〜`；)┌

「しっかりしなさい！そんな所で寝こけてたら死にますよ！」と…、Ｏ(`ヘ´)
鬼の形相で横ツラをはたきに来るのもエル。┐(’〜`；)┌

http://85358.diarynote.jp/
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…どっちが本物かって、
(・ω・;)(;・ω・)

そりゃあ…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日23:44
私に前世記憶があるのは事実。

かな〜り不確実だけどエンパスとテレパスと、予知や透視や、願望達成力があるのも事実。

記憶の中の大事な仲間たちと、なんか頑張って色々やってたのも事実。

今生で、今までなかったヒーリングの力を修得したのも事実。

「死んだ後、生まれる前」に、

懐かしい４人で過ごす懐かしい場所があるのも事実。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日23:47
「仕事」と「自分の世間体」が最優先で、邪魔する狼氏に蹴り入れて、毎回泣かせているのも

(-.-;)

単なる事実…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日23:52
さて。(^_^;)

今回、どっからどこまでが、

「被曝による内分泌攪乱と日本国戦争突入前夜の恐怖政治精神ストレスからの現実逃避」で…

私の今生の脳細胞（かなり器用☆）が、デッチ上げた幻覚部分だったのか…

http://85358.diarynote.jp/
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…(-.-;)…

とりあえず寝ます…
(ノ-o-)ノ　┫
 
 
 
 



（さまよえるリス・キリギ…！）　2015年3月9日

パイレーツおぶカリビアン…（さまよえるリス・キリギ…！）
2015年3月9日 恋愛 コメント (2)
 

あした貼る。(^_^;)

貼った。

https://www.youtube.com/watch?v=Ku3xrGGDYUs&spfreload=10
交響組曲パイレーツ・オブ・カリビアン〜呪われた海賊たち 

まぁとりあえず愉しかったからいいや。(^。^;)

現実世界に多少の支障が出たけど…(-"-;)

（パンを忘れたり、手袋を無くしたり、ご近所から夜中の音楽に苦情が来たり…(-.-;) ）

あまりの孤独感から、人恋しさに発狂するのは、けして恥ずかしいことではないと思う。

(-"-;)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%AD%E3%82%A6
ジャック・スパロウ

てか、むしろ同情してくれ。

(T_T)

…いつまで続くんだろう、流刑…

(ToT)

https://www.youtube.com/watch?v=fggTTSqGkJI
交響組曲「パイレーツ・オブ・カリビアン：ワールド・エンド」

たしかに私はヒトヅキアイが苦手だけれども。

「孤独がさいあくの拷問だ。」

なんて、いままで自覚していなかったかもしれない…

http://85358.diarynote.jp/201503090021515554/
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http://85358.diarynote.jp/201503090021515554/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150309/85358_201503090021515554_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150309/85358_201503090021515554_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150309/85358_201503090021515554_3.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=fggTTSqGkJI


　（－－；）

 
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3月9日0:25
でも、モフモフの狼さんと一緒という妄想は、新ネタなので、儲けた♪ o(^-^)o

おやすみなさ〜い…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日9:10

cmk2wl @cmk2wl 
· 3月9日 
今日の最悪の病気はハンセン病でも結核でもなく、

自分は不必要な存在だという思いである。

マザー・テレサ

 
 
 

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503090021515554
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


…人三化七…？？（〜〜；）？？　2015年3月10日

…人三化七…？？（〜〜；）？？
2015年3月10日 恋愛 コメント (7)
 

おはようございます。09:03。
バイトは遅番。外は雨。（－－；）

心身堅調。ごはんもあるよ〜♪

まずは一曲ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=bzPKe3etGYc
「超人ロック」ＳＴＲＡＮＧＥＲ　〜炎の虎〜 

白熊さん、腹筋だいじょうぶ？（＾＾；）

かな〜り…ひきつってるんじゃ…？？

昨日のコメント欄のこれね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日0:00

無事。

ごはん食べた。

http://85358.diarynote.jp/201503100943076775/
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脳ミソの天辺が頭蓋骨の中で、プテラノドンとかプロントサウルスみたいになってて

、

もぞもぞする…(-"-;)

いっそのことテレポートが自在に出来てた時代まで戻ればいいのに。(^。^;)

そしたらパスポートとかビザとか飛行機代とかの心配が要らないわ〜…
σ(^◇^;)。。。

…の、後…。（＾＾；）

うっかり今朝未明、「記憶にある限り一番最初に【テレポートが出来ちゃった】時」のことを、

かなりリアルに思い出しちゃった…ｗｗｗｗ

いや、エピソードとしては前から「覚えてた」んだけどね…ｗ
http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/
（書いてないっけ？どっかにあったはず…？）

細部まで、ある程度、リアルに…？
　ｗ（＾□＾；）ｗ

あれね〜、

「怒りのあまり、このまま勢いで狼さんを弾き飛ばしちゃったら、大怪我させる！」って、

一瞬慌てて、放出しかけたＰＫエネルギーを自分の内側に「抑え込んだ」んだよね。（＾＾；）

そしたら反動で「自分が後ろに弾け飛んで」壁の向こう側へ「跳んじゃった」の…☆

ｗ（＾◇＾；）ｗ

コツが判ったら自由自在に動けて、面白くて仕方がないので、大学？に戻るの忘れて、そのまん

ま革命軍に参加しちゃった？んで…

行方不明になってしまった私を案じて、狼さんがその後、ナニをど〜ぐるぐる悩んでいたか…は
、あと（今生？）の夢の中で、観ました…ｗｗｗｗ

http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/


おもしろいから本狼に訊いてみよう！

「いったい何やって、そこまで怒らせた？」って…ｗｗｗｗｗ

（いじわるｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=XbLvFrDmH_I
「超人ロック」Ｉ　ＭＵＳＴ　ＧＯ　〜炎の虎〜 

でもねぇ。

チカラなんか失くしたって、結局、「私は私」だよ？

https://www.youtube.com/watch?v=zo_7Rrlg46k
鋼の錬金術師OP「again」アニメPV 

（ちなみにアニメはまだ見ていない…（；；））

がんばって治してくれてる？エルには悪いけど。（＾＾；）

最初の前世？は、「誰かの命を助けた方位磁石のツクモ神」じゃないか仮説。

とか、いま思いついた…

とにかく、まっすぐ、一方向にしか、指せない私。…
ｗ（＾＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日4:56

日本人のオランダの労働許可が不要になったって！(^O^)！

これＥＵに拡大するかな！

https://www.youtube.com/watch?v=XbLvFrDmH_I
https://www.youtube.com/watch?v=zo_7Rrlg46k


まだ、余力はあります。

ギリギリ、まで、がんばってもどうにもなってない、てわけでもない。

自力更生、できる限りは、がんばってみます…が。
（－－；）

ニホン性腐のどうしようもなさったら、もう本当に、現行ドイツやフランス国籍？の人なら、近

代史でわかってると思うけど…

「クリスタル・ナハト」が始まる前に。

私が、逃げ遅れていたら、迎えに来て。ね…？

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=d2b11FZ9vsA
JAM Project -Hagane no Resistance

 
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3月10日9:45
だから、ところで、「中央脳稜」って、ナニ…！？

「現生地球人類」の脳には、そんな部分は有りません！

（＾＾；）

脳の天頂部は左脳と右脳のあいだの「空間」（溝）になってるはずよ〜ッ！！

…私って、やっぱり前世？ジースト系だったの？

ますます、人外魔境化…？？（－－；）？？

https://www.youtube.com/watch?v=d2b11FZ9vsA
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503100943076775
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（胎児期に間脳が被曝でダブルになった結果…？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日9:46
すごいよ。脳に流入してくる情報処理量が一気にケタ違いに精細になってきてるんで、ちょっく

ら追いつけなくて、目が回る…（〜〜；）…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日10:40
津軽半島でＭ４級。

原発３箇所と

「核燃料サイクル施設」が、

まとめて揺れました。

(∋_∈)

札幌は雨がベタ雪に変わった。

(-"-;)
いや〜ん…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日15:54
地震、原発、暴風警報。

札幌は今のところ静かだけど、

例年の「天中殺メンテナンス」時みたいに脳ミソが疼いて眠い…(∋_∈)

処理量に酸素供給が追い付いてないよ？(^_^;)

てか、ブドウ糖をダイレクトに追加補給しようか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日16:27
すでに近隣のＪＲは止まっているらしい。

(・ω・;)(;・ω・)
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眠い、とにかく眠い…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日18:58
起立性脳貧血。

心身低調。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日21:42
悪運よけパワー？が、上がったような気がする。(^_^;)

今日は嫌すぎる客や面倒な問い合わせが皆無で、低調だけど不運でも不調でもなかったよ。

(^_^)b

暇な時はきみらの寝顔を覗きに行ってたので和んだ。(*^_^*)

しかし脳ミソねじ留め？はグリグリして気持ちが悪いよエル…
(∋_∈)
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(‾○‾;)　2015年3月12日

(‾○‾;)
2015年3月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 
無事帰投。

心身安定。

アタマごちゃごちゃ。(-"-;)

ちょっと待てっ！

さっきいきなり出て来た反体制リーダーの超カッコいい顔黒なお姐様はいったい誰っ？(^。^;)

じゃなくて、じつわリステラス時還流の発生原因って私だったのっ？(‾○‾;)

てか、犯人エル？(‾○‾;)

ちょっと待て全宇宙史上最凶の時空間犯罪じゃないのソレっ？

（；‾Д‾）

てか、私ゃ「作者」だったはずなのに、いつのまに作中人物に？(・ω・;)(;・ω・)
 
 
そして一体どこまで増える気なの、歴史年表と転生相関図…！
(・ω・;)(;・ω・)

…とりあえず寝ますぅ…

ヽ（・＿・；）ノ

コメント

http://85358.diarynote.jp/201503122018557485/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201503122018557485/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月13日4:49
おはよう。

爆睡しました。

昨日いきなりビジョンに出て来た、外見と性格データはばっちり視えたのに、名前だけ不明なま

まのお姐様の名前が知りたい…

超〜o(^-^)oカッコよかった！

あの時のエルの壊れっぷりを、すごく心配してくれてました。

そしてこれ書いたら怒るだろうけど、その時までは私の意識は「生きて」て、幽体離脱な感じで

ふわふわしてたんですが、

きみらと意志疎通ができないんじゃ幽霊と変わらないし。

エルの壊れ具合というか憔悴を見たら潔く死んだほうがマシだと判断しました。(^_^;)

んで、尊厳死は主義に反するけど、自分のＰＫで自分の心臓、止めた。

(^_^;)

…そんで、まだ魂に意識があるうちに、きみたいからなるべく離れたほうがいいかと思って、航
時能力で「視たかった歴史上のリアル過去」に跳んで…

(^_^;)

まさかきみらが捜索大部隊を出しちゃうとか、思わなかったよ？

(・ω・;)(;・ω・)

以下次号。も少し眠る。(^_^;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月13日5:06
 
ラル？(^_^;)
ララル中将って名前にしとこう。

(^-^)g

あのとき私が暗殺されたおかげで？(^_^;)、逆に民主化運動が盛り上がって成功したなら、
犠牲の甲斐もあったけど。

きみらには異論がありまくりそうだなぁ〜(-"-;)

ついでに汎銀河協商からの裁定を伝えます。(^_^;)

「愛ゆえの行為に誤りなど存在しない」。

(^_^;)

私ら宇宙最強のバカップルカルテット認証だよ？(^。^;)

リステラスは観光名所にされてます。

おやすみ。(^。^;)
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月13日6:32
 
そおか！(^。^;)

サキは私のハイアセルフじゃなくて、エルだったんだ！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月13日6:56
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…ケイはケーニヒのＫ…？
(^。^;)
 
 
 
 



コロンブスの卵が先か、コペルニクスの鶏が先か…(・ω・;)(;・ω・)2015年3月12日

コロンブスの卵が先か、コペルニクスの鶏が先か…(・ω・;)(;・ω・)
2015年3月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
ソレル女史のフルネームが

マリア・ソレルなのって、

私の愛称が、

マーレ・ソルになるから、

だったの？(・ω・;)(;・ω・)

それはともかく、

これこれ二人とも。(-"-;)

わかったから、

ヒキョ〜な攻撃はやめなさい…
(-"-;)

狼さん、鍵盤も弾けるなんて、ずるいッ(`o´)
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日16:34
ちなみにＪＲ白石はもう使いたくないので、歩いて帰るよん☆

 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日17:01
 
…新キャラ増えたし…
(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/201503121623169761/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201503121623169761/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日17:04
 
そこバイオリン２丁じゃなくてチェロのソロがいい！
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(∋_∈)　2015年3月14日

(∋_∈)
2015年3月14日 恋愛 コメント (8)
 

なにかもう、生きる楽しみとか気力が根こそぎ消滅したぞ？

もうこれ以上がんばっても、

何も得るものが無い。

楽しみも何も無い。(T_T)

がんばっていつかプロの作家になったら、きっときみらに再会できるだろうというのが人生唯一

の楽しみだったのに、

いまや日本語圏自体が消滅しつつあって、商業作家の道は無理だし。

(ToT)

どう頑張ってもきみらは所詮、「触れない」存在なわけだし。

(;_;)

あと、何をどう支えにして、

死期まで生きてけと？

(∋_∈)

どうせ触れないなら、

むしろ構わないで欲しかった。

(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201503142014349630/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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完全に絶望ウツが再発しちゃったぞ？(-"-;)

どうしてくれる…

。。。(〃_ _)σ‖
 
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3月14日20:39
それでも筋肉維持のためとか言って、歩いて帰る自分の性格が本当に恨めしい。(-_-#)

帰ったらバイファムを貼るっ！

(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日21:24
いつかなんとかして叶えようと思っていた夢が、もう本当に何一つ残っていない。

(`ヘ´)

神様それちょっと酷すきませんか？

私にこれ以上、

何をどうしろと？

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日21:47
生き延びる道が見つからないのに、

生き延びた後の生きる楽しみとか幸福とかが、

もっと何一つ見つからない。

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503142014349630
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


それなのに、

確固として私という自我だけ残る。

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日21:55
ほんとにさっさと死んどくべきだったッ！(`o´)！

さんざんガンバラセタ挙げ句にこの仕打ちはないだろう、バカ神ッ！(`o´)

私は「よくがんばったね」って、笑って出迎えて欲しかったんだッ！

なんで！

こっちが悪いみたいに、

泣かれて責めらんなきゃなんないのッ！

要らない！

こんな悪夢ッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日22:32
長年ずっと、そこに辿り着いたら幸せになれるだろうと信じていたゴールが、実は張りぼての夢

魔の罠に過ぎませんでした。

(-_-#)

さて。次はどうする？

(`ヘ´)
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生きる希望は何も無いけど、

未練はまだ有るな…
(-_-#)

せめて死ぬまで、観たかった映画をたくさん見よう！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日23:45
精神状態極悪。(-_-#)
このままここにいて低線量被曝を続けていたら私の正気は半年もたない。(∋_∈)
でももう脱出できるだけの気力も目的もない。

さよならだけが人生かぁ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日23:58
とりあえずこういう時にはご飯食べて寝る。

まだまだ全然、この程度じゃ、人生最悪とかじゃないから。

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月15日0:00
哭きながら毎晩手首切り刻んでた。

あれを生き延びたのに、

被曝なんかで死ねるか！
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追伸。（エルへ。）　2015年3月14日

追伸。（エルへ。）

2015年3月14日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (9)
 
これの「まりか」猫はきみだから。

http://76519.diarynote.jp/200612012316480000/

私を「外」に追い出してくれて…

ありがとう。愛してる。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日9:38
…待て。(-"-;)
そうすると、「イロニナンズ」が「私」の追っかけと化して…
(-"-;)

さらにあれか？

「リズから外へ」のムーブメントも、「私」がきっかけなのか…？
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日10:14
やっぱりちょっと

リアル心臓がおかしい。

脈拍乱調。呼吸が荒い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年3月14日10:32
ダルい。

とにかくダルい。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日13:11
頭痛、頭重感、思考停止、体温低下。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日14:46
倦怠感、頭重感、

意識低下、意欲低下。

抹消血流と体温は回復傾向。

まぁ要するに、昨日の吸気被曝と今日の太陽フレア電磁波で脳ミソが「レンジでチン」状態。

いっそ爆弾でひとおもいに殺ってくれ…(∋_∈)

低線量被曝から逃げ遅れて死ぬって最悪。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日14:55
普通にバイトに来てるはずなのにフロア内に「病院の待合室」の臭いが漂ってる。

健康な人間がほとんど居ない。

日本残存（逃げ遅れ）組の健康寿命のすり減り具合って、

凄惨だよ？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日14:58
史上最悪の民族殲滅。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日15:17
アタマ重い。(∋_∈)
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首から上、外したい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日15:19
中国ミャンマー開戦？

ガニメデに水。
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「異常な睡魔」が起こる人もいますね。　2015年3月18日

人によっては「いつもと違う倦怠感」や「異常な睡魔」が起こる人もいますね。

2015年3月18日 リステラス星圏史略　（創作）
 
これの弦楽オリジナル編曲【百万回】攻撃も聴こえてた。

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=XYymFWsBxk0
√♥ Don’t Cry For Me Argentina √ Madonna √ Lyrics 

エルのバイオリンの音色がすごい艶っぽく？化けたのも、ちゃんと聴こえた。

♪（＾ｗ＾）♪（目指せ！ソリスト？）

そして、とても美しい「歌声」…（＾＾）…

しかしだね。（＾へ＾；）

わたくしフランス語はメルシーとシルブプレと、鯖とカフェオレと（違）、

ジュテームくらいしか解りません。…ってば…☆

なんか反省も謝罪もする気はないけど開き直って、

手打ち式というか？歩み寄りの妥協案？を提示しているらしい？

とこまでだけ、わかった…ｗ
（＾＾；）

「エルが笑っててくれれば」、私はそれでいい。

後ろのふたりがごそごそと、

「母親が不機嫌だと、つられて赤ん坊が泣くパターン」とか、

評していたのも、ちゃんと聴こえてたぞ〜っ！☆

ｗ（＾へ＾＃）ｗ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
地磁気嵐で

http://85358.diarynote.jp/201503182203567997/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=XYymFWsBxk0


「脳卒中のリスクが増加する」という研究結果

人によっては「いつもと違う倦怠感」や「異常な睡魔」が起こる人もいますね。地球

への影響があれば、そこで生きてる人間にも影響がある

http://kenkounews.rotala-wallichii.com/geomagnetic-storms_stroke/ …

. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
フランスAFP。3月18日
「米海洋大気局は17日、先週末に2回連続で起きた「太陽フレア」により強烈な磁気嵐
が発生し、地球上の電力網や通信網に障害が生じる恐れがあると発表した」

詳細（http://www.afpbb.com/articles/-/3042789?act=all …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/578069685213601792/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=e_3wc2TFSCQ
No llores por mi Argentina Nacha guevara 
（これの歌詞はとびとびに聞き取れる…。）
（＾ｗ＾）ｇ

フランス語だろうかオランダ語だろうが、住めば話せる！

６（＾へ＾；）９　…たぶん…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 38分 38分前 
3月14日〜18日の履歴
「フィリピン海プレート」が潜り込んでる「東海〜四国」にかけての地震が、ちょっ

と多めという感じですね。

3月12日のグアム近海の群発地震
→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/576237146660417536 …）
の後ぐらいから多い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/578168443444166656/photo/1

ほとんど読めない。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=X21RDqhxMyE

http://kenkounews.rotala-wallichii.com/geomagnetic-storms_stroke/
http://www.afpbb.com/articles/-/3042789?act=all
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/578069685213601792/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=e_3wc2TFSCQ
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/576237146660417536
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/578168443444166656/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=X21RDqhxMyE


Historia (E) - Discurso Eva Perón

https://www.youtube.com/watch?v=0ZRK0f5GJRc
Eva Perón hablándole a los trabajadores ferroviarios 
ほとんどなにも聞き取れないけど、（＾＾；）

「いかにも私が言いそうなこと」と、

「同じことを言ってる」のは、状況からわかるよね…（＾＾；）

（そしてたぶん性格も似てる…？）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
太陽フレアによる磁気嵐。

それにしても強烈。

©京都大学　©宇宙環境計測情報システム（筑波宇宙センター JAXA）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
太陽フレアによる磁気嵐が継続中

かなり強烈に乱れてますね。人によっては体調不良になる人もいますね。これだと。

気象庁の、この「乱れてます」は、久々かも。

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZRK0f5GJRc


トワニカワラジ…。（？）　2015年3月18日

トワニカワラジ…。（？）
2015年3月18日 恋愛
 

 
機嫌は低調。（－－＃）

「積極的な自殺まではしない」ところで「どん底安定」な、

「早く死にたい病」再発中。

まぁもう４５年ぐらい鬱病とつきあってるんで、

ここより以下には悪化させないで済むでしょう…。

もうここは、自ら「笑いをとって」立ち直るしかない…
ｗ（＾＾；）ｗ

いやもうｗ

https://www.youtube.com/watch?v=KoLZqW-
g0A8&list=PLWFe7LeZk7A6tCK7v_Iu4uq0SBUK6Gkf7
d9) 嵐のデスティニィ１ (1/3) 
（…だ、だめだ、笑っちゃって聴きなおせない…ッｗｗｗｗｗ）

（音楽的にはイマイチ。（＾＾；）☆）

https://www.youtube.com/watch?v=ciZVBt8Uf2s
嵐のデスティニィ１ 和宏（緒方恵美） OP / ED 
https://www.youtube.com/watch?v=oFPodTgVFp8
嵐のデスティニィ２ 和宏（緒方恵美） OP / ED 

（これも音楽的にはアレですが…ｗ）
https://www.youtube.com/watch?v=2XIGJKUu-mU
原獣文書 レイ・ジーン（中原 茂） 「月婚歌」

http://85358.diarynote.jp/201503181010472427/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/items/books-jp/4403618006/
https://www.youtube.com/watch?v=KoLZqW-g0A8&list=PLWFe7LeZk7A6tCK7v_Iu4uq0SBUK6Gkf7
https://www.youtube.com/watch?v=ciZVBt8Uf2s
https://www.youtube.com/watch?v=oFPodTgVFp8
https://www.youtube.com/watch?v=2XIGJKUu-mU


https://www.youtube.com/watch?v=yyEgs111yG4
原獣文書 静馬（山寺宏一） 「そして冒険は始まった」

https://www.youtube.com/watch?v=vR-dTRKPc2o
d23) 原獣文書 (1/5) 

…かずまさんラーヴ…！

　♪♪♪（＾◇＾；）♪♪♪

（…で…（＾＾；）…「エルとエイリ」に似たよーな、おばかさんたちが…ｗｗｗと、いうは
なし…☆）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%8D%A3%E6%96%87%E6%9B%B8

（ネタバレ注意）

http://wikiwiki.jp/comic-story/?%B8%B6%BD%C3%CA%B8%BD%F1
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yyEgs111yG4
https://www.youtube.com/watch?v=vR-dTRKPc2o
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%8D%A3%E6%96%87%E6%9B%B8
http://wikiwiki.jp/comic-story/?%B8%B6%BD%C3%CA%B8%BD%F1


2万のアシカが生まれた場所で、　2015年3月18日

（＋２）　2万のアシカが生まれた場所で、おそらく1万のアシカが死んでいる。
2015年3月18日 恋愛 コメント (1)
 

おや？前項に入れたはずの下半分が、何故か消えた…
（＾＾；）ので、独立…ｗ

やっぱ、「転生ネタ」で、「超長期間の孤独流刑」で「グレた超能力者」と、…３拍子、揃
っちゃったら、コレでしょ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=c-VlU58YVbA&list=PLF15864368211A4AA
Day of Ablution - Hajime Mizoguchi, Yoko Kanno - Please Save My Earth OST I 

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
カリフォルニアの海岸線に沿ってアシカの救助がされている。1月に1450頭の栄養失調
と瀕死アシカの仔が打ち上げられている。

2万のアシカが生まれた場所で、おそらく1万のアシカが死んでいるだろうと。
http://www.modbee.com/news/article12990869.html …
海水が暖かくなった？ばからしい。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
パナマ、コスタリカの国境付近で、数百の海亀の死骸。

原因不明なるも、化学物質が疑われている。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
3月17日　アイダホ州で 2000羽のハクガンの死。空から落下。
https://www.youtube.com/watch?v=kyQqFeKynys …
鳥コレラ？いい加減にしてほしい。鳥は汚染された空気に弱い。

https://www.youtube.com/watch?v=1kWfljFkfNk
０２：第1話　「懐しい惑星（ほし）」・１

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 
· 14時間 14時間前 
米国、引き続き藤沢の計測欠測

t-mari @kappel0208 · 3月17日 
日米線量測定 3.17. 2015
日本：0.05μsv/h前後（神奈川県）
米国：9:20以降欠測 （藤沢市）
　　　欠測直前は、およそ40ＣＰＭ

cmk2wl @cmk2wl 
· 15時間 15時間前 
18日7:40 九州の広い範囲で空間線量が上昇中。

http://85358.diarynote.jp/201503182307542977/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201503182307542977/
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00005GWVR/
https://www.youtube.com/watch?v=c-VlU58YVbA&list=PLF15864368211A4AA
http://www.modbee.com/news/article12990869.html
https://www.youtube.com/watch?v=kyQqFeKynys
https://www.youtube.com/watch?v=1kWfljFkfNk


https://www.youtube.com/watch?v=DFJYSdRqsv8&list=PLF15864368211A4AA&index=9
Please Save My Earth - Anime Soundtrack - "Requiem" 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%82%92%E5%AE%88%E3%81%A3%E3%81%A6
＞紫苑（シオン） / シ＝オン / ザイ＝テス＝シ＝オン
＞戦災孤児で、天才的エンジニア。テスでは殺人を犯した事もあったが、高い知能と強力なサ

ーチェスを持っていたのを買われてシアの孤児院で保護され育つ。

＞生い立ちの所為か攻撃的な性格で協調性に欠けているため、周囲には煙たがられたり付き合い

が長続きせず、

＞地球のマンガが大好きな、真面目なツッパリ。

＞月基地にただ独り取り残された狂気の9年間。
＞その間の記憶は輪にはほとんどない。

＞キィ・ワード - 「早くどこかへ帰りたい」

…おや…？（＾＾；）？？

https://www.youtube.com/watch?v=lQM80vZgP-g&list=PLF15864368211A4AA&index=11
Please Save My Earth - Anime Soundtrack - "Prayer" 

そういえば、これ

https://www.youtube.com/watch?v=NqNrc-GmOzk
銀河漂流バイファム「HELLO, VIFAM」(1983) 

の、「エイリスの少年時代の声で合成」バージョンも「聴こえた」

…（＾＾；）…
いや、「声で合成」するのは、技術的には簡単なんでしょうけど…

エル、ちょっとその「執着」、病的かもっていう…

自覚ある？（＾＾；）？

（…無い？）

（下のコメント欄の漫画はこれね。）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%A9_
(%E5%B0%91%E5%A5%B3%E6%BC%AB%E7%94%BB)
海のオーロラ (少女漫画)

「生まれ変わり」という概念を知ると同時に

「自殺したら懐かしい人たちには二度と逢えない」って

小学校の時点で脅されてなきゃ、

とっくに「百万回死んだリス」に、なってた…。（＾＾；）
 
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3月18日23:25
おやすみ。（＾＾；）

とりあえず、「自殺はしません」。…

https://www.youtube.com/watch?v=DFJYSdRqsv8&list=PLF15864368211A4AA&index=9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%82%92%E5%AE%88%E3%81%A3%E3%81%A6
https://www.youtube.com/watch?v=lQM80vZgP-g&list=PLF15864368211A4AA&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=NqNrc-GmOzk
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%A9_
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503182307542977
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（＾＾；）

おまえら里中満智子に感謝しとけ〜…☆
 
 
 
 



♪　如是 我 【聴】 〜…(^。^;)！　2015年3月18日

♪　如是 我 【聴】 〜…(^。^;)！
2015年3月18日 笑い コメント (1)
 
さすがニョゼ！(^。^;)

なにゆえそこで「キツネ狩り」を持って来ようと思いつく…？
(^◇^;)

これの！

https://www.youtube.com/watch?v=ia1HWtcQLwQ
荒野より / 中島みゆき [公式] 

綺麗な弦楽４重奏（バイオリン２トップ！

＋チェロ＋コントラバス）編曲から、

色々かなり楽器も入れ替えでバリエーション展開して、

静かに引いて、感動のラストかな〜と…

思って聴いてたら、何故か最後にイキナリこれの

https://www.youtube.com/watch?v=TzWPO6V868Q
キツネ狩りの歌 / 中島みゆき・大竹しのぶ / cover:伸[nobu] 
（原曲バージョンの）

（イントロだけ）鳴って終わり…ｗｗｗｗ

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

合ってたけど！(^。^;)
ソレ絶対、エルでも私でも、思いつかないよ〜っｗｗｗ

…ていうか、何？（＾＾；）

ばりばり「信じろ！」てメッセージソングの後に、

ソレ何？（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201503181752549611/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=246
http://85358.diarynote.jp/201503181752549611/
https://www.youtube.com/watch?v=ia1HWtcQLwQ
https://www.youtube.com/watch?v=TzWPO6V868Q


「信じてだいじょおーぶかぁ…？」みたいな…？？？

ｗ（＾◆＾；）ｗ

だってエルなんて元から大嘘つき倫理無視の暗黒大魔王様だし！

キレたら何やらかすか想像を絶するあたりなんか、

…前からだし！　ｗ（＾へ＾＃）ｗ

検索おまけ☆

https://www.youtube.com/watch?v=vqp5GpwtaUY
荒野よりアルバトロスの飛び立つクリフ 【オリジナル曲】@バンブラP 

 
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3月18日18:23
…ところで日本には「天岩戸」神話というのがあってだね…
(・ω・;)(;・ω・)
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vqp5GpwtaUY
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503181752549611
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


Ｗ？【ＡＬＴＡＲ　ＡＮＡＹ　ＴＨＹ】… ？　2015年3月21日

Ｗ？【ＡＬＴＡＲ　ＡＮＡＹ　ＴＨＹ】… ？
2015年3月21日 リステラス星圏史略　（創作）
 
なんかそんなふうに聴こえた。

ごめん前半？寝てたので

拾い損ねた。(^_^;)

エルの分析とニョゼのアイデアの合作？

（…きみらは仲がいいんだか悪いんだか…☆）

…ＡＬＴＥＲ…？
http://ejje.weblio.jp/content/alter
【自動詞】 変わる，改まる.
［ラテン語 ‘another，the other (of two)’ の意］

ラテン語かよ！（＾＾＃）！

＞用例 ：alter one’s opinion 意見を改める. 

…エルが謝る気になってる…わけじゃあるまい…（＾＾；）

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/ej3/2362/m0u/
━━[名]分身，別の自己；多重人格中の一人格.
［古フランス語←後ラテン語alterāre（他のものにする）. 
△ALIEN, ALIBI, 
ALIAS］
↑エイリアス？

？（＾＾；）？

…ＡＮＹＴＨＹ…？
http://dictionary.goo.ne.jp/srch/ej/anyth/m0u/
「anyth」で始まる言葉 - 英和辞書の検索結果
anything[代]（▼意味・用法は⇒ANY[形]）
1 ((否定文・疑問文・条件文))何も，どんなことも；

？（＾ｗ＾；）？

「We are Alter Anaythy」みたいに聴きとれたんだけど…
…固有名詞…？（＾＾；）？

あたまに「Ｗ」入れて「ワルター・アナイス」とかだと、

ドイツ語？の名前っぽいけど…？

そしてなぜか人数が増えてるね？

８人くらい？（もっと？）いた？

？（＾＾；）？

♪…「大魔王様」エルがいるぞ〜ｗｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=IRL3ypaoMHI
ここはグリーンウッド 『忍・来い』 

https://www.youtube.com/watch?v=sXSob5euAzQ
【MAD】 雨やどり

（原作の漫画の絵のほうが好きだ…☆）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%AF%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89

（アニメは観てないの。実写版はアウトオブ眼中。

このＣＤが一番大好き♪）

http://www.amazon.co.jp/dp/B001DI8EQK/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?
pf_rd_p=187205609&pf_rd_s=lpo-top-
stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00005GWSU&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=0JFAFE7YKAQY69PSR9NJ
 
 

http://85358.diarynote.jp/201503210705195011/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://ejje.weblio.jp/content/alter
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/ej3/2362/m0u/
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%AF%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89
http://www.amazon.co.jp/dp/B001DI8EQK/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=187205609&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00005GWSU&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=0JFAFE7YKAQY69PSR9NJ


 
 



それでも花は咲く。　2015年3月21日

それでも花は咲く。

2015年3月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

 
冬のあいだは１日１〜２時間ぐらいしか日光に当ててやれない、

劣悪環境なのに、根性で生き延びて、花芽までつけてくれました…

良い香り♪（＾＾）♪

（ジャスミンとゼラニウム。）

（前項検索続き）

ＡＬＴＡＲ

http://ejje.weblio.jp/content/altar
＞【名詞】【可算名詞】

＞(教会堂の)祭壇，供物台，聖餐(せいさん)台 

「キリスト教徒の男性名前」っぽい？

＞可算名詞としての「altar」のイディオムやフレーズ
＞léad a person to the áltar 
＞〈…と〉結婚する.

おやおや…（＾ｗ＾；）

＞「any thy」を含む例文の一部を表示しています
＞•Trust not in thy learning, nor in the cleverness of any that lives, 
＞自分の知識や、いかなる人の知恵に対しても信頼を置いてはいけません。 

http://85358.diarynote.jp/201503210754286389/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201503210754286389/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150321/85358_201503210754286389_1.jpg
http://ejje.weblio.jp/content/altar


＞- Thomas a Kempis『キリストにならいて』

？　ｗ（＾＾；）ｗ　？

ごめん。降参。（＾□＾；）

でも、「スペルを歌ってくれる」というのは、手段として有効だったね♪

　（＾ｗ＾）ｇ

…「トキのアルター」…？
https://www.youtube.com/watch?v=_jnqih24hCw
TOQUE NO ALTAR DVD Restituição show completo 
（ちょっと長い★今ぜんぶは聴けない☆）

https://www.youtube.com/watch?v=mwJVhOykBvc
Trilogia FM O Dia - Te Levar Pro Altar 
（おぉ♪　私好みの「いい男」…♪）

！（＠＠）！

「アルタール」は、スペイン語？（ポルトガル語？）の、動詞…？

https://www.youtube.com/watch?v=vYf2CSXmCDk
Altaria - Unchain The Rain 

時間切れ。（＾＾；）

バイトに逝ってきまーす…☆

 
 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=_jnqih24hCw
https://www.youtube.com/watch?v=mwJVhOykBvc
https://www.youtube.com/watch?v=vYf2CSXmCDk


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月21日10:18
日本の「再ナチ化」は酷いよ。
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「原隊復帰命令」？(^_^;)　2015年3月21日

「原隊復帰命令」？(^_^;)
2015年3月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

 
いや、言われなくても戻りたいんだがね…(・ω・;)(;・ω・)

魂魄の輪廻が螺旋状なのは、

発電（霊）磁場発生用のコイルだから。と先ほど知った。

(^。^;)

…なるほど…┐(’〜`；)┌

リステラスの謎が

どんどん解明され中。

ヽ（・＿・；）ノ

さて寝るか…(^_^;)

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月21日23:32
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札幌にもヨウ素キテるよ。

(-_-#)
半年以内にかなり死ぬ。

私は今のところ狼さん経由で、

超大量の霊力（究極瑠璃光）を貰っているので、多少の被曝は大丈夫。(^_^;)
 
 
 
 



【 Te Levar Pro Altar 】　2015年3月23日

【 Te Levar Pro Altar 】／「実に悪と悩みのおかげで地球は住むにたえ、人生は生きるに値するの
である」。

2015年3月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

おそようございます。１０：４０。

今日はバイト休み。

銭湯出撃の予定。

いろいろじわじわ、「早く日本から出ていくべき！」という

現象的（偶然の一致）サインは点滅しているのですが、

今のところまだ何にも、

「資金面での」具体的な方策はみあたっておりません…（－－；）

しかしながら、

脳内通信？で（＾＾；）

【Te Levar Pro Altar 】（祭壇に連れて行く）

という、まったく今まで

http://85358.diarynote.jp/201503231123414022/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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「私の知識に無かった単語」とか、

（ついに！）

送られてきちゃいましたので…（＾＾；）

行く先は、やはり、オランダでもフランスでもなくて、

「ポルトガルか、ブラジル。」のようですね…（＾＾；）

（そして悠宙舞で「この短文」で検索すると、トップは全部【TRILOGIA】。
「しか、出てこない」…！）

（しかもきみら、その前に、こんなの聴いて、

https://www.youtube.com/watch?v=gzjCBnkmstQ
「日本人に通じやすい英語式のアルファベット発音」とか、

合唱の練習、してくれてたでしょう…？）

（逆にそっちは楽しそうだなぁと思って聴こえてた…ｗ）

まぁとにかく。

「風」を待ちます。（＾＾：）

今までだって、ちゃんと生き延びれてきたもん…ッ☆

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
昨夜の広範囲も…。
知らぬ間に、大量被曝している可能性を考えないと…。
https://twitter.com/cmk2wl/status/579805788383793152/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
whosavetheearth� @whosavetheearth 
· 9時間 9時間前 
@cmk2wl皆も留まるし、一抜けも何言われるかだし、不安言えば不安煽っちゃうし、
空気読んでにこにこ毒ガス室居るわ、毒かも分からないしね、てか今は気分悪くなる

https://www.youtube.com/watch?v=gzjCBnkmstQ
https://twitter.com/cmk2wl/status/579805788383793152/photo/1


様な事知りたくも無いし言わないで〜みたいな感じ。３１１後驚き落胆したが、周り

は異星人だったと知るきっかけになったとも思った

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
これは、すごく【重要】です。

https://twitter.com/cmk2wl/status/579099034767400960 …
日本全国で同時上昇する空間線量。これが意味するものが何なのか。

春になって降下してくるセシウムが、ここに含まれているのか。

どうやって被曝を回避すればいいのか。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
間違いなく大勢が死ぬというのに、これほどまでに、ジャーナリストや研究者や教授

達がカネや与えられた地位に恋恋として、あるいは正体を隠して安全だの安心だのと

宣う輩がいるのかと。否認からか無知からなのか、それにお追従を入れるようなスパ

ムも商売人も、あまりにも酷すぎる。

https://twitter.com/soraazure/status/579663891849842688/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
Twitterにもネットにも興味はなかった。危険性に気づいてない人たちに情報をあま
ねく、早く知らせるのに一番いいツールだと。怨讐も含めて大勢に避難を決断しても

らうために、山を動かすという気持ちでやってきたけど、原発村の資金力と詐術とマ

インドコントロールは想像以上だった。

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
長生きなんてするもんじゃないね…。
こんなものまで見せられるなんてさ…。

cmk2wl @cmk2wl 
· 1時間 1時間前 
はたして人は、

不徳なくして徳を、

https://twitter.com/cmk2wl/status/579099034767400960
https://twitter.com/soraazure/status/579663891849842688/photo/1


憎しみなくして愛を、

醜なくして美を考えることができるだろうか？

実に悪と悩みのおかげで地球は住むにたえ、

人生は生きるに値するのである。

アナトール・フランス

 
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3月23日11:27
（去年スペイン語をかじっていたおかげで、ポルトガル語も（少しは）聞き取れるッ♪）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月23日11:34

cmk2wl @cmk2wl 
· 20時間 20時間前 
一休さんもいいけど、

「人事を尽くして天命を待つ」

　　　　あるいは

「天は自ら助くる者を助く（神は自ら助くる者を助く）」

である方が、今の状況にはふさわしい。

cmk2wl @cmk2wl 
· 20時間 20時間前 
「この遺言状は、将来、大きな問題が起こった時に開け。それまでは決して読むな」と一休和尚

。「いざとなれば一休和尚の遺言状が解決してくれる」という期待で開かれなかったが、死後100
年を経た後に開封された遺言状には、こう書かれていた。

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503231123414022
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「なるようになる。心配するな」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月23日13:35
「るっきん＠ゆう」のサビだけ百万回攻撃はちゃんと聴こえてるから、そろそろやめて〜っ☆

(^。^;)
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ザバダック？　2015年3月24日

ザバダック？2015年3月24日 恋愛 コメント (1)
先ほど無事帰投。22:18。
歩いたので大分アタマのなかみはマシになりましたｗ

（どんだけ恥ずかしい「前世記憶」をデッチ上げてたかって…
…(^_^;)…恥ずかしすぎて書けません…ｗ）

今日の昼間ずっと「誰かが」

送信してくれてた、ザバダックの「歩きたくなる道」。

(^_^;)

「送信主不明」な上に、かろうじてタイトルが思い出せる程度の薄い記憶しかなかったので、い

ま「延々リピート」に設定して聴きなおしていますが…

(^_^;)

…あの、これ、歌詞が恥ずかし過ぎて赤面モノなんですけど、…？

ヽ(・ω・;)(;・ω・)ノ

 
ひみつ日記

https://www.youtube.com/watch?v=G1D9eXJjpuc
ZABADAK - 歩きたくなる径
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3月25日3:16
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なんでこんな時間に目が醒めたかと思えば、フランスで飛行機墜落。新潟と静岡でトンデモなス

パイク。(-_-#)
 
 
 
 



返歌っ！　（＋１）　2015年3月25日

返歌っ！　（＋１）

2015年3月25日 恋愛 コメント (3)
 
おはようございます。

０８：５９．

バイトは遅番。

昨日の「脳内延々送信」曲の、

歌詞が恥ずかしすぎたので、とてもトリガーなんて貼れませんッ☆

（＾◇＾；）

反撃？できるのは、もうこのぐらいベーシックな唄しかないわ〜ッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=K480BTMTpvo
You are my sunshine [lyrics] 
https://www.youtube.com/watch?v=rc2jsjnt-HY
You are my Sunshine 

（いや、反撃？してどうする？というツッコミはおいといて…ｗ）

追撃ッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=9u9SfDFUnS8
TARKAN - Don’t Leave Me Alone (Official Audio)

エルにおまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ICDqR6huBs4
Frozen ~ Anna and Elsa you are my sunshine
 
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3月25日9:35
揺れてる〜ッ！！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月25日9:35
直下型？

震度１〜２ぐらい？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月25日9:51

cmk2wl @cmk2wl 
· 3月23日 
人生を明るいと思う時も、

暗いと思う時も、

私は決して人生をののしるまい。

ヘッセ
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もちろん？嫌がらせ…？ｗｗｗ　2015年3月26日

（＋ALPHA）　もちろん？嫌がらせ…？ｗｗｗ
2015年3月26日 恋愛 コメント (4)
 

まぁなんとなくね。

https://www.youtube.com/watch?v=fX6HTIQyf7s
見つめていたい／ポリス 歌詞入り YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=KBmRFCD-LnY
見つめて欲しい（フィル・コリンズ）Phil Collins - Against All Odds 

https://www.youtube.com/watch?v=2gKo9C6Vmnk
見つめるだけで　/　陣内　大蔵 

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
LOOKING AT YOU 

https://www.youtube.com/watch?v=35YMelR8Dyc
SHEENA EASTON "FOR YOUR EYES ONLY 
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https://www.youtube.com/watch?v=n-eF7onCGYI
【緋色の欠片MAD】あなたが私の頬に触れるとき 

https://www.youtube.com/watch?v=0PZI-2YFrdk
BL どうしても触れたくない ｵﾘｼﾞﾅﾙ 

検索おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=6ByFqVmRixM
三つ目がとおる

https://www.youtube.com/watch?v=g4OO30223p8
The Look Of Love - ABC (Lyrics) 

https://www.youtube.com/watch?v=caC399YM-dA
陣内大蔵 - First Snow 

https://www.youtube.com/watch?v=kbUxFKwPm5A
陣内大蔵 - 空よ 

https://www.youtube.com/watch?v=wEJGjjGKrH4
槇原敬之「遠く遠く」

https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY
陣内大蔵 - Blow wind blow , 風よ吹け

https://www.youtube.com/watch?v=Sgm9lkTNQmc
You Are Mine - David Haas 

https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
陣内大蔵 - 君を信じてる 

 
編集する
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月27日2:29
おやすみなさい〜。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月27日11:35
おそようございま〜す。(^_^;)
さすがに起きま〜す…。(^_^;)

こら、これ以上邪魔するな〜っ

ヽ（⌒へ⌒；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月27日12:31
「窓を開け放って放射性紙綿埃の追い出し掃除」の予定崩壊。

(-_-#)

窓を開けると放射性２.５埃が、バシバシ充満してやがる…
(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月27日14:22
もう今日は部屋から出ない！

(`ヘ´)
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（２０１５年４月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年４月）
 



結果的に太る」。　2015年4月1日

「睡眠時間が減るとその分食べる量が増え、結果的に太る」。

2015年4月1日 恋愛 コメント (1)
 
…うにゃははははは…♪

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13分 13分前 
#猫「あれ？この岩…？　どこにあるんだろ？　あれ？ ん？　後ろにもないよなぁ。」
https://vine.co/v/OPJ6ZEPYJli

https://www.youtube.com/watch?
v=SIH7lYxF19c&list=PL9LG19wzOaouDfGVFFSYe8s3jn1AIw7_B
そんな千本桜で大丈夫か？【エルシャダイ発売祭】

もはや何が何だか判らない…！！！

ｗ（＾◇＾；）ｗ

曽木カンナ @kanna8kanna · 3月24日 
当たり前のこと発表すな @karapaia: 【RT500UP】 愛情ホルモン「オキシトシン」は
犬と人間が触れ合うことで双方が増加することが判明（オーストラリア研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52187502.html … "
https://twitter.com/karapaia/status/579249873188364288/photo/1

…なんか本当に「私みたいな性格」のやつだな、こいつ…（－－；）…ｗ
https://www.youtube.com/watch?
v=K3oE7uw_ROA&list=PL9LG19wzOaouDfGVFFSYe8s3jn1AIw7_B&index=3
【エルシャダイ】　一番いいのを頼 メルト　【替え歌手描き入】

…どこのＹＡＭＡＴＯだソレは…☆ｗｗｗ

単眼幼女にしざき☆めめ @Kuroyuki_Riy · 15分15分前 
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海に潜む巨大な亡霊！？核実験で沈められた航空母艦サラトガが超ド級のラスボスに

！（ビキニ環礁）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188676.html … @karapaiaさんから
深海棲艦SARATOGA
http://t.co/ocXOFcVZIG

https://www.youtube.com/watch?
v=KqBddLYuvjM&index=6&list=PL9LG19wzOaouDfGVFFSYe8s3jn1AIw7_B
そんな恋愛サーキュレーションで大丈夫か？【エルシャダイ】

…なんかだんだん楽しくなってきちゃったぞ…ｗｗｗｗ

KarenKaminSkiski @KarenKaminSkiii · 3分3分前 
カラスを使ってお金を集める方法。コインを入れると餌がでてくるカラスの為の自動

販売機 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188600.html … via @karapaia これはす
ごい発明かも...^^;;
http://t.co/x9vmlpTjwM

radicon@不思議ハンター @radicon_matome · 7分7分前 
1日1時間でも睡眠時間が減るとその分食べる量が増え、結果的に太る（米研究）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188162.html … via @karapaia | https://twibble.io 

MUT∀NT TЯIKY DISCø @flextv · 3月24日 
成人を超えても伸び続ける脳力がある。人の感情を読み取る能力のピークは50代であ
ることが判明（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52187201.html …
@karapaiaさんから
　脳が一番活性化するのは20代半ば頃まで、なんてことが良く言われているが、中年
を過ぎても伸びていく能力があることが判明したようだ。人間の脳の一部の領域は上

質なワインが熟成されるように、そのピークに達するまでに50年はかかることが判明
した。　研究者によれば、 
http://t.co/koJBhX1PYZ

澤野@4/1 @Lily_victoria · 3月24日 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188676.html
http://t.co/ocXOFcVZIG
https://www.youtube.com/watch?v=KqBddLYuvjM&index=6&list=PL9LG19wzOaouDfGVFFSYe8s3jn1AIw7_B
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188600.html
http://t.co/x9vmlpTjwM
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188162.html
https://twibble.io/
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52187201.html
http://t.co/koJBhX1PYZ


人は傷心で死ぬことはあるのか？答えはイエス。愛する人を失った時に発症する「傷

心シンドローム」とは？ http://karapaia.livedoor.biz/archives/52171820.html …
＞正式には””たこつぼ心筋症（ストレス性心身症）”
＞突然のストレスによって左心室が膨張し、心臓がたこつぼの様なくびれた形状をと

ること

澤野@4/1 @Lily_victoria · 3月24日 
人は19Hzの音を聴くと幽霊が見える？低周波音と幽霊目撃の奇妙な関係
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52173063.html … @karapaiaさんから

https://www.youtube.com/watch?
v=DOW1A37Wr_I&index=12&list=PL9LG19wzOaouDfGVFFSYe8s3jn1AIw7_B
ワールズエンド・エルシャダイ -Full ver.- 【PV】

ゲームって全く未踏の世界なんですけど、なんだかすごく、愉しそうですね…

（プレイするより、メーカーになりたいけどね…ｗ）

たすけて、誰かコレ停めて…ｗｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?
v=w9O6tnJn59k&index=14&list=PL9LG19wzOaouDfGVFFSYe8s3jn1AIw7_B
【エルシャダイ】裏表シャダイズ【裏表ラバーズ】

 
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4月1日17:14
ちょっと待てウィキペディア！

＞作品中の存在[編集]
＞エル・イルーヴァタール - J・R・R・トールキンの作品『シルマリルの物語』や遺稿集『中つ国
の歴史』に登場する唯一神

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52171820.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52173063.html
https://www.youtube.com/watch?v=DOW1A37Wr_I&index=12&list=PL9LG19wzOaouDfGVFFSYe8s3jn1AIw7_B
https://www.youtube.com/watch?v=w9O6tnJn59k&index=14&list=PL9LG19wzOaouDfGVFFSYe8s3jn1AIw7_B
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504011626166982
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


…イルーヴァタール…って、
…アルーヴァトーレ…と、

果てしなく似ている物語…（＾＾；）…？
 
 
 
 



祝着な、収着。（＾＾）　2015年4月8日

祝着な、収着。（＾＾）

2015年4月8日 恋愛 コメント (4)
 

おはようございます。０８：４４。

札幌は晴天。気温と線量は低め。

４連休の２日目。風邪は収束方向。

今日は予定通り、銭湯出撃と買い出し関係です。

さて。「気分にピッタリ」な曲を１０５円ＣＤのほうで見つけたのですが、

残念！悠宙舞さんに本人のが無いわ〜★

（代理。）（ヘタだけど（＾＾；）まぁ顔が、

「私の好み」の範疇の端っこに入るので許すｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=Fyo4gvPYVx0
槇原敬之「オオカミ少年」を歌ってみました〜♪ 

んで。「超個人的な話」の、

終着というか、乗り換え駅に到着？してます。

昨日書いたコレね。

http://85358.diarynote.jp/201504071637012546/

http://85358.diarynote.jp/201504080933158463/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201504080933158463/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150408/85358_201504080933158463_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150408/85358_201504080933158463_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150408/85358_201504080933158463_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Fyo4gvPYVx0
http://85358.diarynote.jp/201504071637012546/


Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
人類の次元上昇は２０１４年４月１５日から開始して宇宙ファミリーとのコ

ンタクトは現在、進行している。５次元に移行したメンバーから順に宇宙

船への乗船は開始しつつあり、現在も地球上空では宇宙連合の艦隊が着

陸態勢に入って準備を進めている。　

http://bit.ly/1fi3hph 

…エルたちがこれに乗っていればいいのに。
（＾＾；）

でも、ずいぶん前から「定まっている」役割分担として…

私はコレに「人々を乗せる（ガイドする）役」であって…

今回の、乗船名簿からは、外れてるんだよな…★

まぁ【光の労働者】さんの言ってるのと、

不肖ワタクシ【歌いながら大地を歩く霧樹里守】が、

「ずっと夢で視てきた」のが、

同じ【船】なのか？という保証は無いわけですが。

（＾＾；）

とにかく私は「船に乗せてもらう」側の、要救助な難民客ではなくて。

船に乗れる人たちを選定し誘導し、

自力乗船がおぼつかない人たちの移動を助けて列の最後尾を見届けて、

まだこの地に残る、「地上要員」

（そして現地調査員兼「実況リポーター」）

「として」「この地に派遣された」

「異邦人」

というのが…（＾＾；）

少なくとも、５歳で実親に殺されかけて「世界と自我の対立」が芽生えた瞬間からずっと、続い

ている、「妄想事実」なので…

http://bit.ly/1fi3hph


（＾＾；）

今さら、この「基本の世界設定」は、変えられませんよね…（＾＾；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=HIRfc3ybbPg
MAN WITH A MISSION「Emotions」

さて。

まぁ詳細は外部に話す内容でもないし、他の人のプライバシー保護にも大いに支障をきたす？（

＾＾；）ので、割愛するとして。

もし誰か、読んでる「関係者」がいれば、ざくっと解る程度の説明を…ｗ

（＾＾；）

「あの時のエル」の行為と選択は、たぶんに私への愛というよりは「執着」で。

むしろ「私という【自分の半身】を、自分が失いたくない」という、

自己愛というか自己憐憫？が原因というか動機だったし、

もともと実は「法とは解釈運用」な（＾＾＃）独善ポリシーの人だから、法的倫理的経済的世界

史的？に、どんなに問題があったとしても、

あのイキオイだったら、

「やらかしちゃってた」だろーし〜…（－－；）

でも、その結果として「面白いことになった」という評定が下されたことで、

まぁ、「いいんじゃないの〜？」

と…（＾＾；）…☆

（いいのか、【汎宇宙協商】！？）

それとは別に、「狼さん」の私に対する感情は、いわゆる恋愛感情というよりは、「家族愛」

から、長い時間を経て「愛着」に代わっているので…

「たとえまったく使えないほど壊れても汚れてても、

「愛着があるので捨てられない」。

https://www.youtube.com/watch?v=HIRfc3ybbPg


という…（＾＾；）…☆

嬉しいんだか哀しいんだか、いささかビミョウな境界線ですが…

まぁ、「どんなことがあっても一緒にいてくれる」ソウルパートナーです…

　…（＾-＾：）…安心…☆

（そして今生では「出会えない」ことも、…決定的判明…★）

まぁ。

あと数年〜数十年？

「死ぬまで生きます」。

https://www.youtube.com/watch?v=1Eh_q7nJz4w
【MAD】狼と香辛料(Spice and Wolf) OP 『旅の途中』 FULL 
（＊アニメはまだ観てません！）

元凶、いや、地球の滅びの現況を、

「居住者の立場から」「見届けて」「書いて伝える」という、

役割？が、まだ、あるからね…★

（残念。これも本人のは無いわ…）
https://www.youtube.com/watch?v=eqUydm8X3tU
槇原敬之「まだ見ぬ君へ」を歌ってみました〜♪ 

検索おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=sMlv6sREBOw

https://www.youtube.com/watch?v=1Eh_q7nJz4w
https://www.youtube.com/watch?v=eqUydm8X3tU
https://www.youtube.com/watch?v=sMlv6sREBOw


まだ見ぬ君へ

https://www.youtube.com/watch?v=guvGU7sQZ8E
狼と香辛料ED「Perfect World」Full

https://www.youtube.com/watch?v=IXMKKBAGqWU
乃木坂46 『 ぐるぐるカーテン 』 『 狼に口笛を 』 秋田ライブVer 

ＧＩＦＴＥＤ！（＾＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=NiSDW2qPKqY
乃狼- 1 

 
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4月8日9:40
＞５次元に移行したメンバーから順に宇宙船への乗船

…あ、私、「魂レベル」だと「時空間移動」遍自在なんで…（＾＾；）…

数次で評価するなら、在籍段階は「６」か「７」だわ、すでに…ｗ

（そして、「作中人物」「である以上」に、

「あんたは造物主だ」って…白熊兄さんから、言われちゃっているしね…ｗｗｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月8日10:00

Noriyuki Tamori @farposting 
· 3月6日 

https://www.youtube.com/watch?v=guvGU7sQZ8E
https://www.youtube.com/watch?v=IXMKKBAGqWU
https://www.youtube.com/watch?v=NiSDW2qPKqY
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504080933158463
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


ハリルホジッチってセルビアの民族紛争の際、銃弾に倒れた事もあるらしい。

当時の病院でのTVインタビューがこれ。
vahid halilhodzic u bolnici: http
://ln.is/www.youtube.com/ajgAy …
妻子をパリに送り、1人国に残って戦争を止めようと活動してたとか。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月8日10:21
エル、私はあなたに愛着してるから☆

ポリシー合わなくても、壊れてても曲がってても、

愛しているからねッ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月16日11:20

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 

かにちゃんと世界線 @hunterkani 
· 4月14日 
@ghostsitsbehind @ponko_de 
受け入れられたいと言う欲求は三才児ではもうかなり完成していますね。恐らくは前頭葉の高次

機能です。

人間は記憶により全てを判断するので居心地のよい場所に留まろうとします

恐らくはそう言う無意識の選択でしょう

否定は苦痛です

 
 
 

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


WE LOVE YOU....アイリスと、エイリス。（＋１）　2015年4月9日

WE LOVE YOU....アイリスと、エイリス。（＋１）
2015年4月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

 
おはようございます。

正真正銘お早いです。

０６：４６でした。（＾＾）

昨夜は爆睡して、午前４時半前には自然に目が覚めてました。

「視た夢」は、なにやら新シリーズに突入。

　ｗ（＾＾；）ｗ

前世記憶ではなく「霊界シリーズ」と思われます…
できたてカップルのハモニカ合奏の練習風景が微笑ましく、東南アジアのどこかの地方の特産品

？らしいココナツミルクか何かを煮詰めて発酵させて作る、葛餅かゴマ豆腐のような食べ物がお

いしそうでした…ｗ

閑話休題。

以前の『リステラス星圏史略』のなかでは「最終章」であるはずだった、

《リ・ズ》政権の末期。

http://76519.diarynote.jp/200605250006050000/

一般（下層）市民たちの反体制蜂起に際して、

爆殺された《扇動者》エイリスの半生死体を、

ずたずたに崩れた大脳を丸ごと（記憶ごと）「再生」して、

間脳以下だけでかろうじて「自発呼吸」していたボロボロの肉体に戻して、

脳死体の「反魂」を試みた《医療者》エル様の、

http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/
http://diarynote.jp/items/music-jp/B001A35VO6/
http://76519.diarynote.jp/200605250006050000/


試みは、まぁ、完全に成功とは、言えなかったわけで…
　ｗ（＾へ＾；）ｗ

時空移動管理法も医療倫理も基本的人権思想もぶっちぎりまくりで

暴走しまくった歴史的大犯罪者として保護観察処分（軟禁）されたエル様、

完全にはエイリスを「呼び戻せた」わけではないけれども

完全に別人というわけでは断じてない、

新しく宿ってしまった魂の名前を…
エイリア（これは私が仮に命名）とか、

エリサとか、エリシアとか…
試行錯誤の末、

アイリス。

と、名付けます…

大魔王様に溺愛されて「育てなおし」された、この存在が、

ここにいる「私」はおそらくけして出ることの出来ない、

リステラス史の無限ループの渦の中から抜け出して、

新しい、１万年期を歩み出します…

…と、さ…。（＾◇＾）ｄ

（また増えた！　延べ２万年は軽く超えたぞ未来史年表…ッ！）

んで。

今朝の起きだしＣＤに聴いていたこの曲が、

「アイリスのテーマソング」にぴったり♪

https://www.youtube.com/watch?v=r5dh_ruhBJ8
We love you - Makihara Noriyuki 

https://www.youtube.com/watch?v=r5dh_ruhBJ8


で…。
同じＣＤの２曲目の、

「Orange Colored Sky」ってのが…
まさしく！（＾＾；）！

「私」の…（つまり「エイリスの」でもある…）
「テーマソングねッ！」

汚いものを綺麗だと

間違いだと思うことを正しいと

例え口では言えても自分の心には

嘘はつけない根性なし

人らしく生きる事と引き替えに

してまで何を僕は欲しいというのだろう

ものに溢れたこの街で

信じたものを貫いて

食えなくなって

のたれ死ぬのも悪くない

ものに溢れたこの街で

正直さを胸に抱えて

のたれ死ぬ時に見る夕焼けは

どんなに綺麗だろう

と、思ったんですが…（＾＾；）

残念！悠宙舞に無〜いッ！

…代理！…
https://www.youtube.com/watch?v=QumHjYLT414&index=43&list=PL6ED
槇原敬之-[Firefly~僕は生きていく] 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn06bmFS9rI

https://www.youtube.com/watch?v=QumHjYLT414&index=43&list=PL6ED
https://www.youtube.com/watch?v=Hn06bmFS9rI


槙原敬之-[僕が一番欲しかったもの ]-HQ 

https://www.youtube.com/watch?v=lpRpS0bkJVc
the gift　和訳
（あれ？なんか、別の曲になってないか…？）
（＾＾；）（…『白河馬物語』現象…？？ｗ）

（「大堕天使エル様の歌」だね、これは！…ｗｗｗ）

（検索おまけ☆）

https://www.youtube.com/watch?v=IKn9MTAygsU
FTISLAND - オレンジ色の空　오렌지색 하늘 

https://www.youtube.com/watch?v=cBNjHg7OBNk
orange colored story 【original song】by shingo segawa

えすぺしゃりい、ふぉお、える。

https://www.youtube.com/watch?v=2obuUNSvge4
FTISLAND-オレンジ色の空(오렌지색하늘)
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lpRpS0bkJVc
https://www.youtube.com/watch?v=IKn9MTAygsU
https://www.youtube.com/watch?v=cBNjHg7OBNk
https://www.youtube.com/watch?v=2obuUNSvge4


「忘れないで」。　2015年4月9日

「忘れないで」。

2015年4月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

ジョゼ？（＾＾；）聴こえてる。

https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM
一期一会 / 中島みゆき [公式] 

言及してないだけで、忘れてないよｗ

リエン・ドレングスン氏に入れ知恵したのは、きみでしょｗ

さて。家事の続きを忘れていたので、

脳内放送を聴きながら、炊事洗濯をしてきますぅ…☆
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201504092039174699/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504092039174699/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150409/85358_201504092039174699_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150409/85358_201504092039174699_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150409/85358_201504092039174699_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM


「非常識なところで、心当たりがあると。」…（＾◇＾；）…　2015年4月13日

「非常識なところで、心当たりがあると。」…（＾◇＾；）…
2015年4月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

さっきのね。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日21:46
…(^_^;)…
ElleさんとWolfさんが、やたらとご機嫌さんなんですけど…
(^_^;)
いったい何があったの？(^_^;)

欧州組は二人して朝から笑いころげていて、

エルのほうは憮然としていて、

白熊さんズは一緒になってウケているので…

原因は、これのしっぽに貼った、

http://85358.diarynote.jp/201504130953285470/
これらしい…☆

http://85358.diarynote.jp/201504132306477873/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504132306477873/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504132306477873_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504132306477873_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504132306477873_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201504130953285470/


これらしい…☆
https://www.youtube.com/watch?v=yqxTQmaCGQU
コネクト　ろん

ｗ（＾□＾；）ｗ

いや、これ、たまたまタイトルで検索した曲の、

https://www.youtube.com/watch?v=0Lv_pg6cKWY
からげんき　歌った【ろん】

ついでに拾っただけなんですけどね…？

　（＾◇＾；）

たしかにこりゃ、エルだ…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Iy6jX4dg3do
魔法少女まどか☆マギカ 劇場版 始まりの物語 地上波版 2 

（じゃあ、ばさばさ頭娘が、私か！…ｗ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%81%E7%BE%8E%E3%81%BB%E3%82%80%E3%82%89
＞本編中の「現在」とは異なる未来の「時間軸」から来た、

＞長い黒髪をかき上げるのが癖

＞幾度も時間を遡り、まどかの悲劇的な最期を阻止するための戦いに身を投じる

＞今までの自分の行動が却って事態を悪化させていたという事実を認識したことで絶望したほむ

ら

＞再構成されたのちの世界でも以前の世界の記憶を維持しており、時間制御能力は失ったものの

、まどかに成り代わる形で能力を継承し、

…よのなかに、おばかさんは、エルや狼さん（や、私も…？）
だけじゃない。ってハナシか…っ☆

https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs
魔法少女まどか☆マギカ　暁美ほむらMAD 「絶望の夜を超えて」

https://www.youtube.com/watch?v=cv0x7Ci3pSQ
魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語「CONNECT」

https://www.youtube.com/watch?v=yqxTQmaCGQU
https://www.youtube.com/watch?v=0Lv_pg6cKWY
https://www.youtube.com/watch?v=Iy6jX4dg3do
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%81%E7%BE%8E%E3%81%BB%E3%82%80%E3%82%89
https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=cv0x7Ci3pSQ


 
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4月13日23:13
…わけのわからんハナシだ…☆（＾◇＾；）★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日23:55
（３コマ目は、むしろエイリス似？）

　ｗ（＾_＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月15日0:07

…　！(‾○‾;)！　…

ま、まさかの！（；‾Д‾）！

杉谷好一≒エル≒サキ・ラン！

！(‾○‾;)！

…という、驚愕の霊史的事実が判明…（；‾Д‾）…

(・ω・;)(;・ω・)
…い、言われて？みれば、
…な、なるほど…！

…じゃ、ユミちゃんが白熊さんで、

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504132306477873
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


…狼さんが…(‾○‾;)…

…あ、全部？ヽ（・＿・；）ノ
キャラが当て嵌まるわ…

…(・ω・;)(;・ω・)…

そ、そおか！（；‾Д‾）

そおだったのか…！

…(＠□＠;)…
 
 
 



こんたところに来るはずないのに。…（－－；）…　2015年4月15日

こんたところに来るはずないのに。…（－－；）…
2015年4月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
昨夜のね。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月15日0:07

…　！(‾○‾;)！　…

ま、まさかの！（；‾Д‾）！

杉谷好一≒エル≒サキ・ラン！

！(‾○‾;)！

…という、驚愕の霊史的事実が判明…（；‾Д‾）…

(・ω・;)(;・ω・)

…い、言われて？みれば、…な、なるほど…！

…じゃ、ユミちゃんが白熊さんで、

…狼さんが…(‾○‾;)…

…あ、全部？ヽ（・＿・；）ノ

キャラが当て嵌まるわ…

…(・ω・;)(;・ω・)…

そ、そおか！（；‾Д‾）

そおだったのか…！

http://85358.diarynote.jp/201504150849236915/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504150849236915/


…(＠□＠;)…

…ってことで…★（－－；）☆

…とにかく「転生史」という「下地塗り」の基礎中の基礎から、総合年表を総チェックしなおさ
ないと、「書けない」…

…＜（＝＝；）＞…

…と、思っていたら、こんな一文にひっかかる…☆

ネットサポート @techuzie 
· 16時間 16時間前 
【InDeep】中村天風師の語る「極微粒子＝気＝創造主」の概念で25年間持ち続けた「
神様の正体のモヤモヤ」が少し晴れた日 http://tinyurl.com/oq8rj7v

https://www.youtube.com/watch?v=WcxhgOs7PYU
秒速5センチメートル 特典 「One more time, One more chance」 山崎まさよし 

桜木町ですかｗｗｗ

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月15日9:51
あ、タぺストリーの裏側画像を貼ろうと思ってたのに、忘れた

┐(’〜`；)┌
 
 

http://tinyurl.com/oq8rj7v
https://www.youtube.com/watch?v=WcxhgOs7PYU
http://85358.diarynote.jp/
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「勇者とは、幸せになっては、いけない職業なのかもしれない」…？　2015年4月17日

「勇者とは、幸せになっては、いけない職業なのかもしれない」…？
2015年4月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 

あらためまして、おはようございます。

０８：２２。

札幌は降水確率５０％の、明るすぎる鈍色の曇天。

関東でいう「春一番」レベルの、とんでもない向かい風の突風が吹き荒れているので、

チャリ通は少し早目に出ないと、途中で苦戦するはめになりそうです…
…（＾＾；）…★
（ので、もうあまり時間がありませんね…）

突風／向かい風というなんとなくの連想で、ＰＣ一曲目はコレにしました…
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time

ジンナイのＣＤでずっと「風よ吹け吹け」的な音楽を聴いていたので、

うっかりレラカムイ様を召喚してしまったかもしれない…☆
　ｗ（＾□＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=PFppg5F8lHc

http://85358.diarynote.jp/201504170901501610/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504170901501610/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150417/85358_201504170901501610_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150417/85358_201504170901501610_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150417/85358_201504170901501610_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
https://www.youtube.com/watch?v=PFppg5F8lHc


RAIL WARS! OP 『向かい風に打たれながら』

…な、なんだこの鉄分だらけの鼻血ものアニメは…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=NOTzUSAsSB8
【鉄道PV】向かい風に打たれながら 

（アニメは観てません☆）

https://www.youtube.com/watch?v=7UG7PVU4Zd0
[Thai Sub] Mukai Kaze - Maoyuu Maou Yuusha OP 

ところで前項コメント欄つづき。

（＾＾；）

夜ごと朝ごとにすすり哭く誰かさんの嘆きにつきあっていて、ようやくフト気がついたんだけ

どね。

あの時、私自身やララル中将の、「常識」的裁定…に、

もとづいて判断したのが、「間違い」だったの？

（＾＾；）

エルのこと愛しているけど信用はできない。とか、

断言しちゃっているあたりが、…問題…？

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=jQIzb72IATU
To Aru Majyutsu no Index OP HD

今度、もしまた？機会があったら…

あのまま、エルの無茶を我慢して見守っていて…
（狼さんが、いつも私に対して、してくれているように…！）…

「結果が、出せる」まで…

https://www.youtube.com/watch?v=NOTzUSAsSB8
https://www.youtube.com/watch?v=7UG7PVU4Zd0
https://www.youtube.com/watch?v=jQIzb72IATU


待つべき？だった…？？

…（＾□＾；）…

…＜（－－；）＞…

まぁ少なくとも、「歴史が変わっていた」のは、間違いないよね…

https://www.youtube.com/watch?v=xHHjdysXmIc
Maoyuu OP instrumental 向かい (wo YOHKO) Instrumental HQ 

…そこか…？

そこなのか…？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=x55rom0EqJI
まおゆう魔王勇者 エピソード１ 楡の国の女魔法使い ドラマＣＤ告知 

地震マップ @eq_map 
· 20 分 20 分前 
Updated【M6.0】CRETE, GREECE 20.0km 2015/04/17 03:07:42JST, 2015/04/16
18:07:42UTC
(G)http://j.mp/1EOaQ1I (USGS)http://j.mp/1DMvRck

…いよいよ、古き神々が、動き始めた。なぁ…

　（－－；）

 
編集する

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=xHHjdysXmIc
https://www.youtube.com/watch?v=x55rom0EqJI
http://j.mp/1EOaQ1I
http://j.mp/1DMvRck
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504170901501610


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月17日15:50
福井と島根で０.１μ超え。

腐苦死魔の挙動不審は言わずもがな。(-_-#)

今朝の書き込みのせいかエル様ご機嫌ナナメ？(-"-;)
バイト運は乱調凶兆ぎみですが、まぁ、大過なし。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月17日15:59
こらエル。(`ヘ´)
そろそろ嘘泣きだろうソレ？

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月17日21:00
セイコーマートのプライドポテトがすでに道産品でない疑惑。

(∋_∈)
口んなか被曝してシュウシュウ言ってる。(ToT)

…もう買えない…（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月20日8:30

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
人は皆、知らない事を知りたがるものだが、すでに知ったと思う事を思い返したりはしない。自

分がよくないと思うことは批判できるが、自分が一度よいと思ったことを反省することはでき

ない。天下の乱れはそこが原因なのだ。（略）人が賢しらな知を好み始めたのがすべての元凶な

のだ。『荘子』

 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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「夢だからさ。夢に時間はない」。　2015年4月17日

（＋２）「夢だからさ。夢に時間はない」。

2015年4月17日 恋愛 コメント (3)
 

新たなる、というか、さらなる古傷というか…

「転生課題」問題が、ぶり返してまして。

現在キゲンは最低ラインの寸前。

（－－；）

リチギに迅君がつきあってくれてますので、どん底の下に穴掘るとこまではいかないと思いま

すが…

お、なかなか気分な曲だｗ

https://www.youtube.com/watch?v=mtMV5Hgp-_U
Maoyū Maō Yūsha Main Theme Full: Beyond the Hill 

そして、「そのまんま」のも発見…

　（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=BIcMgo-evEA
映画『奇蹟の輝き』　１．事故死。そして死後の混乱 

いやいやいやいや…
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=a4097bKou0o

http://85358.diarynote.jp/201504180010299060/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201504180010299060/
http://diarynote.jp/items/dvd-jp/B006U9EOSE/
https://www.youtube.com/watch?v=mtMV5Hgp-_U
https://www.youtube.com/watch?v=BIcMgo-evEA
https://www.youtube.com/watch?v=a4097bKou0o


映画『奇蹟の輝き』　６．アニーの自殺　自殺者の死後１ 

エイリスの半生死体の復元（生還）という目標すら持てずに、

「絶望して引きこもっちゃったまま死んだバージョンのエル」を、

「そこ」からサルベージできるとしたら、「私」しかいないわけだが…。

（〜〜；）

「そのバージョン」のエルが最期に聴いた私のことばが、

「恨むよ、エル。」（－－；）

…いや、全然違う意味で言ったセリフだったんだけど…。

エル、それ、意味、取り違えたまま…（－－；）…。

そして。

そのエルを迎えに行くべき「私」の…

じゃあ、あのときのエイリスの、失意と絶望の悲しみは、

いったい誰がサルベージしてくれるのか！

という荒れ狂う哀しみの凄まじさに、現在の私でも、治めるすべがない…

（－－；）

まぁ、そもそも説明するのも無理よね。

（＾＾；）

…寝ます…★



https://www.youtube.com/watch?v=5AOLfUrQOU8
安室 奈美恵 / NEVER END from 「LIVE STYLE 2014」

https://www.youtube.com/watch?v=VXkIwcICnk4
Yoko Ono - Never Say Goodbye lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=oO7deb2s7xs
Fullmetal Alchemist: Brotherhood All Openings Full Version (1-5) (Lyrics as subtitles)
 
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4月18日0:17

特務機関NERV @UN_NERV 
· 10 時間 10 時間前 
【日本の総人口 ４年連続減少】
総務省が発表した人口推計によりますと、去年10月1日現在の日本の総人口は1億2708万3000
人で、4年連続の減少となりました。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月18日0:26
０５０

５１５１．

…（＾＾；）…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=5AOLfUrQOU8
https://www.youtube.com/watch?v=VXkIwcICnk4
https://www.youtube.com/watch?v=oO7deb2s7xs
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504180010299060
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2015年4月18日0:33

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
人間の強さは人間の弱さから生まれる。苦しめられ傷つけられ、ひどく痛めつけられることで初

めて、隠れていた大きな力を伴った憤りが目を覚ますのだ。－ラルフ・ウォルドー・エマソン

 
 
 



迷える者は、インド音楽？を聴けｗ　2015年4月18日

迷える者は、インド音楽？を聴けｗ

2015年4月18日 恋愛 コメント (1)
 
おはようございます。

時間的には寝不足ですが、深くぐっすり、よく眠れました。

昨夜の課題…地獄墜ちのエルさん救出のためにはまずエイリスを救済しないと…
（－－；）の件については、

朝方の二度寝の半覚醒睡眠のなかで、

「まずそもそも【悲劇を起こさせない】という裏ワザ」を探せ！

という抜け道を思いつき…

「時間的に延長戦！」という、超法規的に反則？ワザに出まして…

とりあえずまず、一つの時間迷宮の完全解脱方法（迷宮を発生させない！）の、

メドが立ちました…ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

ちなみに寝起きに聴いていた曲はＣＤでこれ。ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=BLRy8u1ARcM
Shiva - Karma

…やはり、転生のことは本家インドに求道するのが「近道」のようですね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=hdAQh4isnRk
Shiva Shiva’s dance 

 
編集する

コメント

http://85358.diarynote.jp/201504180846398194/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201504180846398194/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月18日8:47
…あ、もちろん、
「踊り狂う創造と破壊の神」ってのは、

「歌いながら大地を歩く」の、

別名？ですからね…？
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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コペルニクス的大転生…（違？）　2015年4月21日

コペルニクス的大転生…（違？）
2015年4月21日 恋愛 コメント (6)
 

さて。（＾＾；）

個人的には相変わらず脳内が、

「前世記憶だか妄想だか狂気だか創作だか」

判らないままに暴走半島の周回旅行が進行中ですが…
ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=bYWv1DegyEE
ET-KING／凸凹.wmv 

なんとかかんとか、「アカルイ未来」の「転生予定図」が、視えてきまして…

そこか！そこなのか…ッ！ｗ

というくらい、初歩的な「設定ミス」？が、問題点だったのでしょーか…
＜（〜〜；）＞

…どこまで「恋愛スキル」が低いんだ、私…？？

http://85358.diarynote.jp/201504211501232577/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201504211501232577/
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…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=GiKRWUSyq7U
ＥＴ－ＫＩＮＧ - 愛しい人へ 

…ってことでですね…（＾＾；）…

この後「情報チェック」をしたら、しばらく、

「転生（記憶？）回数カウントダウン」をするのが、

本日のＰＣ作業の「課題」でございます…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=28icxN5Xi2s
ＥＴ－ＫＩＮＧ - ふたりの歌 

（えぇｗ　もちろん、

「この放射能地獄を（ひとりで）生き抜く努力」なんてものは、

すでに完全放棄で…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4月21日16:00

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
「人は不快な記憶を忘れることによって防衛する。」 フロイト

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:02

https://www.youtube.com/watch?v=GiKRWUSyq7U
https://www.youtube.com/watch?v=28icxN5Xi2s
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cmk2wl @cmk2wl 
· 17時間 17時間前 
友人が交通事故。いち早く避難して、先見性と聡明さと、いろんなことに取り組んで具現化する

能力を持って行動してたけど、4年がすぎて疲れが出たのだと思う。
みんな疲れている。明日は自分かも。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:40

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
全ての時空トラベル技術開発の原点は、天才発明家ニコラ・テスラの最晩年の時空研究に遡った

という。 このニコラ・テスラも未来からやって来たタイム・トラベラーだったと私は考えて
いる。http
://bit.ly/16lywc8

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:41

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
思想を維持する精神は、狂気でなければならない「吉田松陰」　http
://bit.ly/13mRj1Z

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日17:31

junko さんがリツイート 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 22時間 22時間前 

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


すべての運命が自分の意思から生み出されている

不幸な運命を迎えるのも自分が招き入れている

克服する強さを得るための不幸な運命もある

増長する自分を懲らしめるために運命もある

悪霊に憑依されて地獄に堕ちることだって、自分が招くもの以外ではない

原発推進派はカルマ故に奈落に墜ちてゆく

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日17:33

junko さんがリツイート 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 23時間 23時間前 
運命は100％自分で定めるものだ
偶然の時間の流れに身を委ねるものではなく、自らのカルマによって自分自身で定める

素晴らしい未来を生み出すのも自分の意思、地獄に堕ちるのも自分の意思

死も生も、すべて、それまでの人生の必然が定めるもの

我々の向かっている放射能地獄社会も我々のカルマ

 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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「妄想大全開」　１．　2015年4月21日

「妄想大全開」　１．

2015年4月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 

さて。（＾＾；）しばらく

「妄想大全開」で逝きますよ〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=EdLQw_h_2VA
【初音ミク（40㍍）】 妄想スケッチ 【オリジナル曲PV】 

無関係者様には読んでもまったくわからない自己満足メモですので、

ワザワザお読みにならないことを御推奨いたします〜…☆

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=sWvZfwY8beg
DECO*27 - Delusion Tax feat. Hatsune Miku / 妄想税 feat. 初音ミク 

んで。（＾＾；）

★（物語の概要）

０．舞台（地名：時代：粗筋）

http://85358.diarynote.jp/201504212123246938/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504212123246938/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150421/85358_201504212123246938_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150421/85358_201504212123246938_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150421/85358_201504212123246938_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EdLQw_h_2VA
https://www.youtube.com/watch?v=sWvZfwY8beg


１．白熊兄

２．エル姉

３．狼さん

４．（私）

５〜．（以下ジョゼとか白兎さんとかソウルチームメイトな「関係者」様）

で…、
「憶えている」（妄想デッチあげてる）

「転生」が、いったい何回分あるのか…？

全部書き出すのは（時間と根性的に）

無理かも…（＾＾；）…と思いつつ、
順不同で、思いつくままに、

列挙してみますぅ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=bldyRH_XrOM
sasakure.UK - Little Cry of The Abyss feat. Asako Toki / 深海のリトルクライ

★「思い出せる」かぎりで、いちばん「古い」記憶…？ 
０．泥球世界：神話時代。

（海からあがりかけたばかりの原始両生類が日照りで全滅しかける話。）

（ http://76519.diarynote.jp/200604190007170000/ ）
１．〈いちばん大きい〉

２．〈いちばん小さい〉

３．〈いちばん強い〉

４．〈いちばん弱い〉

Ｘ．〈いちばん弱い〉に「噛み殺された同族」→後の、ルー・エイレン…？

https://www.youtube.com/watch?v=F1uMXDs53KY
「トカゲのなみだ」 恍多 -kouta-

★上の「最初」から始まって、「最終的に」「還るべき場所」…
０．「霊界」（死んだ後／生まれる前の休憩／中継世界内の「家」）

１．（白熊）（男性体）

２．（エル）（女性体）

３．（銀狼）（男性体）

https://www.youtube.com/watch?v=bldyRH_XrOM
http://76519.diarynote.jp/200604190007170000/
https://www.youtube.com/watch?v=F1uMXDs53KY


４．（私）（たいがい未成年女性体）

https://www.youtube.com/watch?v=XquKlpYWPnU
♪　ケルトの夢 

★…「人間最終回」（に、したいなぁ…の、「未来」？）
０．宇宙空間もしくは「かなりいーかげんな仮想空間」。

http://76519.diarynote.jp/200605270027420000/
１．（白熊）

２．（エル）

３．（狼）女性体：年上：赤毛の美人。有能な自由商人。

４．（私）男性体：年下：銀髪の美形。有能な時空艇操縦士。

https://www.youtube.com/watch?v=_6K8mkytEMY
[Official Video] Starships - Pentatonix (Nicki Minaj Cover) 

★上の「いっこ前」（「悲劇回避」バージョン）

http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/
０．《リ・ズ》管理強化体制内最終期。

１．（白熊）保安局の上層部。エル福祉局警護担当。

２．エル。（下層民福祉局上級職）

３．ジン。（保安局中級職。エイリス個人護衛班長）

４．エイリス。（保安局上級職）

５．（ララル中将ほか、「ソウルチームメイト」ほとんど総出演…？）

https://www.youtube.com/watch?v=RxIeyXLba8k
HoneyWorks　『告白予行練習 feat.榎本夏樹(CV：戸松遥)』 

★同上。（「悲劇不可避」バージョンＡ）。

０．《リ・ズ》管理強化体制内最終期。

１．（白熊）保安局の上層部。福祉局警備担当。

２．エル。（下層民福祉局上級職。エイリスの遺体の生還を試みて暴走）。

３．ジン。（保安局中級職。エイリス護衛班長）

４．エイリス。（保安局上級職／「革命扇動者」として爆殺される）。

https://www.youtube.com/watch?v=XquKlpYWPnU
http://76519.diarynote.jp/200605270027420000/
https://www.youtube.com/watch?v=_6K8mkytEMY
http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/
https://www.youtube.com/watch?v=RxIeyXLba8k


５．（ララル中将ほか、「ソウルチームメイト」ほとんど総出演…？）

https://www.youtube.com/watch?v=F_RYJg8-dSo
怒りの日 

★同上。（「悲劇不可避」バージョンＢ／敗者復活戦。）。

０．《リ・ズ》管理強化体制内最終期。

１．（白熊）保安局の上層部。福祉局警護担当。

２．エル。（下層民福祉局上級職。エイリスの生遺体の生還を試みて暴走）。

３．ジン。（保安局中級職。エイリス個人護衛班長）

４．エイリス。（保安局上級職／下層民無血革命の扇動者として爆殺される）。

Ｘ．アイリス。（エルが生還を試みたエイリスの生遺体に、新たに宿った魂）。

https://www.youtube.com/watch?v=5in4GqR2jYA&index=10&list=PL3F88FB6C6CAE904A
祈り／ケルティック・ウーマン 歌詞入り 

★「悲劇不可避」バージョンＡ’　からの「集団転生」編。
０．地球。２１世紀。欧州文化圏。

１．（白熊）コントラバス奏者。

２．Elle。ビオラ？奏者 兼 有名アレンジャー。
３．（狼）チェロ奏者。

４．（私）＝…？（＾＾；）？
Ｘ．AI-line。（？）次元ずれ転生の特別扱い？な、アイリス。
５．Jose。（「天才！」（本人談ｗ）ソロ級バイオリニスト）。
６．演奏仲間に黒帝さん。近所？に白兎さんもいる？らしい…。（＾＾；）？

https://www.youtube.com/watch?v=mQCDcBIHIFY
木星サビ

（検索おまけ）

https://www.youtube.com/watch?v=9gMVMXLfp1A
鬼　　言葉にできない 

https://www.youtube.com/watch?v=CwOvDQdH2-Q

https://www.youtube.com/watch?v=F_RYJg8-dSo
https://www.youtube.com/watch?v=5in4GqR2jYA&index=10&list=PL3F88FB6C6CAE904A
https://www.youtube.com/watch?v=mQCDcBIHIFY
https://www.youtube.com/watch?v=9gMVMXLfp1A
https://www.youtube.com/watch?v=CwOvDQdH2-Q


時をかける少女　「変わらないもの」

 
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4月21日21:29
重複分は無視して、

ここまで５回？

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月22日1:27
ん？肝心の？「エフの回」を書いてないね？

（＾＾；）
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「妄想大全開」　２．　（＋１－１）　2015年4月21日

「妄想大全開」　２．　（＋１－１）

2015年4月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
つづき逝きますよ〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=4NShEKYoPXw&list=RDbldyRH_XrOM&index=7
DECO*27 - Love Distance Long Affair feat. Topi / 恋距離遠愛 feat. とぴ 

★（物語の概要）

０．舞台（地名：時代：粗筋）

１．白熊兄

２．エル姉

３．狼さん

４．（私）

５〜．（ソウルチームメイトな「関係者」）

★…この頃からすでに、タイムパラドックスなスレ違いばっかりだったのか…
…＜（〜〜；）＞…
http://76519.diarynote.jp/?day=20060607
０．《水の大陸》初期末期。

１．－

２．－

３．旅商人。

４．女剣士。のち大陸最初の女騎士となる。

https://www.youtube.com/watch?v=YaefBABzrXE
ダークダックス - 銀色の道 - COVER 

★私と狼さんかと思っていたらエル達の前世エピソードだったの回。（＾＾；）

http://76519.diarynote.jp/200606110029380000/
０．《水の大陸》初期〜中期の過渡期。

１．トゥード。《谷》からの奉献戦士。

２．アマラーサ。同上の女戦士だったが、祈願して月神殿の巫女騎士に。

http://85358.diarynote.jp/201504212324197670/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504212324197670/
https://www.youtube.com/watch?v=4NShEKYoPXw&list=RDbldyRH_XrOM&index=7
http://76519.diarynote.jp/?day=20060607
https://www.youtube.com/watch?v=YaefBABzrXE
http://76519.diarynote.jp/200606110029380000/


３．水の娘に仕える者。

４．《水の娘》の一人。

Ｘ．《月女神》レリナル。

https://www.youtube.com/watch?v=Htd985QnvfM
Cathedral Valley 日月神殿

★（皇子の年齢バージョンが２つあるエピソード…）。
０．《水の大陸》中期の末期。【ミトラ・タ・ヴィアタ】時代。

１．侍女の姉。

２．皇子の侍女。

３．《谷》出身の騎士。

４．大陸初代皇帝の庶子。

Ｘ．さかしまの魔女。

https://www.youtube.com/watch?v=vZRewhJrf2Y
Chapel of Dawn - 《第三身》Juno x Hocc MTV- SillyThing 

★（これこのあいだも書いたね。）

http://85358.diarynote.jp/201502210012562309/
（－－；）

http://76519.diarynote.jp/200606212242310000/
０．《水の大陸》中期の初期。

１．－

２．－

３．ユジニーシ（軍事帝国の軍人）

４．リリオス（軍事帝国の奴隷戦士）

https://www.youtube.com/watch?v=8-iHH1m3-LA
麥浚龍 成魔之路 

★（「片思いだった」という以外のストーリー憶えてないｗ）

０．《水の大陸》末期。石造帝都。

１．全寮制男子校の学生

https://www.youtube.com/watch?v=Htd985QnvfM
https://www.youtube.com/watch?v=vZRewhJrf2Y
http://85358.diarynote.jp/201502210012562309/
http://76519.diarynote.jp/200606212242310000/
https://www.youtube.com/watch?v=8-iHH1m3-LA


２．同上

３．トルカ（学生）

４．トルカの同級生または後輩。

https://www.youtube.com/watch?v=sXSob5euAzQ
【MAD】 雨やどり 
（「汝の日常を愛せよ」のほうが大好きな曲なんですけどね…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=tBuQt_r_JF8
悲烈バイオレンス 

☆検索脱線ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=cIryj45HwLc
1091+746 日本は神々の国（ミトラ教の中の日本）
Japan in Mithraisma, the Land of Gods 

…知らなかった…ｗ（＠＠；）ｗ…
しかも、マリアーヌだの、エンリルだの…！！？？
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！※！

「リボンのついた輪」は…
完璧の「璧」じゃないの…？

（わははｗトンデモ系だｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=vXPM5f3Jpew
水の星へ愛をこめて

 
編集する

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=sXSob5euAzQ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日23:33
ここでも５回？（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日23:40
あ、記憶が断片だけの「四民平等」とか「奥方様」編もあったっけ…☆
（ＮＯＴ恋愛もの…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日23:59
追加。（＾＾；）

★帝国に滅ぼされた王子が四民平等の国を再建するハナシ。

０．《水の大陸》北部

１．－

２．－

３．通りすがりの街道街の孤児。

４．慰みもののための虜囚とされた亡国の王子。

いつも（＾＾；）ごめんね。

世話ばっかりかけてます…★
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「妄想大全開」　３．　2015年4月21日

「妄想大全開」　３．

2015年4月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
https://www.youtube.com/watch?v=viY11iewOpM
【時をかける少女】ガーネット 

まだまだ続きますとも…☆

★（物語の概要）

０．舞台（地名：時代：粗筋）

１．白熊兄

２．エル姉

３．狼さん

４．（私）

５〜．（ソウルチームメイトな「関係者」）

★滅亡の物語。２大国が敵対しまくったあげく惑星ごと絶滅。

http://85358.diarynote.jp/201502192119471014/
０．（古代火星？）

１．－

２．－

３．敵邦の軍人

４．（私）

https://www.youtube.com/watch?v=FYfxWh-SjZ8
人類滅亡後　廃墟 WORLD RUINS 

…いや、建築工学的に考えて、こういうふうには崩壊しないと思う…
（＾＾；）

★《水の大陸》（地球）の話かと思っていたら実は古代リスタルラーナ史だった話。

０．碧葉国（先史代リスタルラーナ）

１．第一王子（養子）

http://85358.diarynote.jp/201504220053124900/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504220053124900/
https://www.youtube.com/watch?v=viY11iewOpM
http://85358.diarynote.jp/201502192119471014/
https://www.youtube.com/watch?v=FYfxWh-SjZ8


２．第二王子（嫡子）

３．末の王子

４．末の王子の世話係

https://www.youtube.com/watch?v=sSg6YlarsHM
初音ミクのオリジナル曲　人の命は平等じゃない -Full ver.- 

★舞台は違うけど上と設定が似た話。（－－；）

０．地球の中世スペイン？

１．貴族の家臣

２．貴族の長子

３．貴族の末子

４．末子の侍女、イーラ。

https://www.youtube.com/watch?v=viuwXxqDLYE
La princesa de Eboli　予告編 

★《ナシル・エラン》成立の物語。

０．古代リスタルラーナの《谷》成立の物語。

１．姫の求婚者。《谷》の実質的まとめ役となる。

２．貴族の姫。戦災に巻き込まれ、脚が不自由。

３．－

４．－

Ｘ．ユヴァの猿族。

https://www.youtube.com/watch?v=uz097hlYd_s
HIJO DE LA LUNA - La Casa Del Mar (COVER) 

★（特になんということはない地方貴族のひきこもり恋愛の話）

０．リスタルラーナ古王国の一地方

１．侯爵

２．公爵

３．伯爵家の使用人

４．伯爵

https://www.youtube.com/watch?v=sSg6YlarsHM
https://www.youtube.com/watch?v=viuwXxqDLYE
https://www.youtube.com/watch?v=uz097hlYd_s


＃（＾へ＾＃）＃

…エル〜！…★

https://www.youtube.com/watch?v=TJskWnl17OM
Hijo de la Luna...Vanessa Mae 

★これもこのあいだ書いた。（つい最近「思い出した」）

http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/
０．リスタルラーナ前史時代。小国辺境。

１．－

２．－

３．新任の副隊長。

４．辺境守備隊長。

https://www.youtube.com/watch?v=P1ukTI3wgl0
"Annie Laurie" (Scottish Song) - Sung by Former Soviet Red Army Choir 

★比較的「うまく」やれてた人生…と、思っていたのだが、
やはり最期にもう一度逢いたかった…と、後悔しながら死んだ…（ＴＴ；）
０．リスタルラーナ統一帝国終期。

１．－

２．－

３．気象観測所の研究員

４．気象観測所の所長。

https://www.youtube.com/watch?v=S2sCagV6Ayw
Laura Smith : My Bonny 

https://www.youtube.com/watch?v=Yfwlj0gba_k
Celtic Woman - You Raise Me Up

https://www.youtube.com/watch?v=esswWGVQe4s

https://www.youtube.com/watch?v=TJskWnl17OM
http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/
https://www.youtube.com/watch?v=P1ukTI3wgl0
https://www.youtube.com/watch?v=S2sCagV6Ayw
https://www.youtube.com/watch?v=Yfwlj0gba_k
https://www.youtube.com/watch?v=esswWGVQe4s


アンジェラ・アキ　『サクラ色』

 
 
 



【妄想大全開】　めも。　2015年4月22日

【妄想大全開】　めも。

2015年4月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 
★崖の上の元破戒神官の灯台守と、夕陽を見にわざわざ上って来る警備隊長の話。

★北陵譚はエルと白熊さんの話だってば。

★次期神官長候補のエルと

聖剣士な白熊さんの話。

★「西方から来る都市」

★サタナクラはエルか私か？

★地球欧州中世で美形過ぎが災いして放浪して狼さんとはぐれてすぐに死んだばかは私です。

(-.-;)

★同じ時代にエルはちゃっかりカケオチに成功している…
(-_-#)

★地球日本甲州江戸時代豪農のバカ旦那。(^_^;)

★江戸後期、イザリでメクラのアンマ師。

★日本共産党員で特高の拷問にあって死んだ高橋満兎。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201504222030027579/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504222030027579/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2015年4月22日20:30
ビミョーに金子みすずも自分の前世？とか思ってるんだけど？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月22日20:40
フクイチであちこち線量グラフ切断。(-_-#)

寝ます。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月23日10:34
★廃墟都市の壁の外で野菜を作ってるホームれす？な回。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日17:12
いやそれ ↑ は、
時代順で言うなら、

「きみらにとっては今から数百年先の未来」だ…☆
 
 
 

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


「もう二度と戻れないなら…、」　2015年4月22日

「もう二度と戻れないなら…、」
2015年4月22日 恋愛 コメント (3)
 
まだまだ続くんですけど

（＾＾；）

とりあえず寝ます…☆
（０１：０５）

https://www.youtube.com/watch?v=rd49hMVS_3Q
あなたに好きと言われたい（歌詞付）〜奥 華子
 
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4月22日1:58

cmk2wl @cmk2wl 
· 2 時間 2 時間前 
幸せとは、旅の仕方であって、行き先のことではない。　

ロイ・Ｍ・グッドマン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月22日1:58

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
「 夜の霧 あしたの朝は 死者の山 」
わずか数滴で 120億Bqもあるトリチウムの水蒸気に包まれて、明日の朝起きられる確証なんて
ある？一晩で何Bq吸い込むのか、想像できる？

http://85358.diarynote.jp/201504220106563341/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201504220106563341/
https://www.youtube.com/watch?v=rd49hMVS_3Q
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504220106563341
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月22日1:59

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
市川定夫博士　東海村JOC事故での落葉に関して「葉の茎のような細いところに中性子が飛び込
みますと、そこに集中被曝を与えますから、葉柄の組織が壊されて青いまま落ちちゃうんです。

」

 
 
 

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


「しっとりと甘いリスの味」…★めも２　（子どもと動物）。　2015年4月23日

「しっとりと甘いリスの味」…★めも２　（子どもと動物）。
2015年4月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
 
https://www.youtube.com/watch?v=HBjQub1YCvY
てらりすと『風花雪月』

★アドリちゃん（享年３〜４歳？）

★チベットで修行僧見習い（享年６〜８歳くらい？）

★猫

★リス

★蛇

★鹿か馬のような四脚草食獣。

★あとたぶんトカゲ。（四脚の爬虫類）。

…（＾＾；）…ほんとよ。記憶、漠然としてるけど…☆

https://www.youtube.com/watch?v=aGGTPlfuJcI
Ryuichi Sakamoto - Little Buddha (Acceptance End Credits) 

…検索おまけ…（Ｔ◆Ｔ；）…★
http://allabout.co.jp/gm/gc/79368/
＞しっとりと甘いリスの味

おまけのおまけ。

http://www.pariseiga.com/cinemaschool/2004/samsuffit/lineup/details/manika.html

http://85358.diarynote.jp/201504232215242462/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504232215242462/
https://www.youtube.com/watch?v=HBjQub1YCvY
https://www.youtube.com/watch?v=aGGTPlfuJcI
http://allabout.co.jp/gm/gc/79368/
http://www.pariseiga.com/cinemaschool/2004/samsuffit/lineup/details/manika.html


『マニカの不思議な旅』

https://www.youtube.com/watch?v=T_K0WSGvrcM
小長谷宗一　ウィンドアンサンブルのための幻想曲不思議な旅より１・２

 
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4月23日22:21
０５

０６

２２２（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月23日22:24

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3 時間 3 時間前 
野生鳥獣を高級食材に＝自民議連が試食会

http
://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150423-00000128-jij-pol …
おお！　おおいにやりたまえ！　自民党議員さんたちよ

東日本の放射能入りジビエを骨まで堪能してもらいたい

オレのフォロワーは厳禁だぜ

瑞浪の柳屋さんも決して行ってはいけないよ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月23日22:24

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
「思えば為る」

https://www.youtube.com/watch?v=T_K0WSGvrcM
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504232215242462
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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硬気功という武術は生身の体刃物や槍穂を当てても切れない

どうやるかというと「自分は決して切られない」と思うだけ

「思う」という行為が気をもって生身を鎧に変える

「我思う故に我在り」

思い、意思が最初にあって、それが現実に体現される

思わなければ何一つ始まらない

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月23日22:26
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
霊能者だって、たくさんの間違いを犯す

霊的チャネリングには無数のノイズが含まれるからだ

あのシルバーバーチだって原発推進発言をしたほどだ

私も、数名の霊能者と付き合いがあったが、完全な人は一人もいなかった

生島秋雄さん　辻恵子さん　大元の幹部など　みんな大きな間違いがあった

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
江原啓之は東京や千葉のような「放射線量の少ない」地域から避難するのは間違いと言ってるよ

うだ

http
://blogs.yahoo.co.jp/nobus0716/22290505.html …
だが、それは江原君が現実を知らないだけ

東京の被曝量は決して少ないレベルではない

チェルノブイリではキエフどころか北ウクライナ被曝都市より多い

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月23日22:29

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 

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


単独幕営登山を何度も経験すると生き延びるために必要な装備や技能がはっきり見える

キャンプの経験だけでも大きな違い

震災に対処するためアウトドア経験は絶対必要

上級者は食糧が途絶えたとき葛や百合根を掘り出したり、イモを作って自給する技能を学ぶ

生き抜く意思を鍛えるのだ

amaちゃんださんがリツイート 

ちゅうさんです @chusandesu 
· 7時間 7時間前 
@tokaiamada 寒かったなあー灯油もガソリンもカップラーメンも電池もオニギリも全てコンビニ
の棚から消えただしなあ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月23日22:31
いや…まず、「汚染の低い、空気」！

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
生きるために本当に必要なものの順序を確認せよ

①飲料水

②防寒衣類、寝具

③排泄設備

④食料

⑤ライト

⑥通信機器

⑦移動機材
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「全てをゼロに戻すなら」★（－－＃）☆　2015年4月25日

「全てをゼロに戻すなら」★（－－＃）☆

2015年4月25日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=H_IUnYbFceU
てらりすと『DEAR BOY IS FRAGARACH』

さっきのね。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日7:14

おはよう。

起立性脳貧血。

機嫌はいいよ。

磯原清＝エイリス＝私

…(‾○‾;)…という箱根細工な物語構造にナットクしているところなう…(-"-;)…

…エルってば、毎回まいかい、「狼」さんを
いぢめてるんだから…(-_-#)…

の後、すかさず、杉谷好一（≒エル）…本人？から、

「威嚇しただけで、いぢめてはいない。あれくらいですっこむほうが悪いｗ」という、脳内ツッ

コミが入りました…ｗｗｗｗ

　…ｗ（＾へ＾＃）ｗ…

（参照年表）

http://76519.diarynote.jp/200611290025340000/
http://76519.diarynote.jp/?day=20061010
http://76519.diarynote.jp/200609282032080000/
http://76519.diarynote.jp/200611140053160000/

http://85358.diarynote.jp/201504250833019717/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=H_IUnYbFceU
http://76519.diarynote.jp/200611290025340000/
http://76519.diarynote.jp/?day=20061010
http://76519.diarynote.jp/200609282032080000/
http://76519.diarynote.jp/200611140053160000/


…「桜高文芸部」と、創作同人誌『粗菜獲茶』時代のお仲間
（「伊藤有壱」氏含む☆）以外には、まったく通じないネタですいませんが…ｗ

（＾＾；）

あらおかしいわ〜☆

「新撰組ネタ」パロディ…としての純粋「創作物」だったはずなのに、なんでちゃんとこの頃
から、「狼さん」（栄田晴樹）が、存在しちゃっているのかしら〜…

　…？（＾◇＾；）？…

ちゃんと！キャラ！関係図が「ハマる」し…っｗｗｗｗｗ

あははは★「エルの唄」だこりゃ☆…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=3i4w1EUAM-o
てらりすと『因果応報』 

https://www.youtube.com/watch?v=HhL_oH9UzUQ
てらりすと『人デナシノ唄』

…検索オマケ…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=HL65vzVrTwM
アステラス製薬企業ＣＭ　臓器移植をしたきみ篇（60秒）

https://www.youtube.com/watch?v=p5YBQdqcJac
【HD】2012/12/06 ON AIR CM (60s)　No.001　アステラス製薬　企業CM
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3i4w1EUAM-o
https://www.youtube.com/watch?v=HhL_oH9UzUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HL65vzVrTwM
https://www.youtube.com/watch?v=p5YBQdqcJac


生まれ変わっても僕でいいよ　2015年4月25日

生まれ変わっても僕でいいよ／美しいものを見たり聴いたりしてください。

2015年4月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 

 
これね。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=t3pomWWIZsw
Dunbine 聖戦士ダンバイン ED full みえるだろうバイストン・ウェル 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日14:42
脳内放送が延々「バイストンウェル」と「白色彗星帝国」って…(^。^;)
どーいう選曲基準なの狼さん?!

https://www.youtube.com/watch?v=kiRA1mub_Yk
パイプオルガン 『白色彗星』

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日15:19
激睡魔。

憧れの知床にはついに行く機会がなくなりそうですね。(;_;)
で、次の選曲が００９の「誰がために」って…(^_^;)…
「思い出せ、白い霧を剥いで、正体を現せ」の、判じもの…？
(・ω・;)(;・ω・)

https://www.youtube.com/watch?v=W4CjzMjcM8U
サイボーグ009　誰がために 

http://85358.diarynote.jp/201504260021198219/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504260021198219/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150426/85358_201504260021198219_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=t3pomWWIZsw
https://www.youtube.com/watch?v=kiRA1mub_Yk
https://www.youtube.com/watch?v=W4CjzMjcM8U


…すかさず「００９の送信者は白熊のやつですよ〜！」と、つっこみが…☆

…んで。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日20:16
来てたねＭ８地震。(・_・;)
しかも「古き神々」の総本山、ネパール！ヽ（・＿・；）ノ

…原因不明にやたらと超ご機嫌さんの大堕天使ルーセフ・エル・シャッダイ様…？

…（＾□＾；）…

ちょっと待て！

なにゆえ送信曲がガイキング!?

https://www.youtube.com/watch?v=gOPQ3hHEvpg
Gaiking Opening Full Version

…何をする気だ原発オマエザキ（with富士山？）で、何を…ッ?!

…！（＞＜＃）！…

（検索オマケ）

https://www.youtube.com/watch?v=WlU1pfscadQ
Dunbine 聖戦士ダンバイン OP full ダンバインとぶ

https://www.youtube.com/watch?v=n_WYf1xzCzs
戦いおわって　サイボーグ００９　ED曲 

https://www.youtube.com/watch?v=gOPQ3hHEvpg
https://www.youtube.com/watch?v=WlU1pfscadQ
https://www.youtube.com/watch?v=n_WYf1xzCzs


（返歌！）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=muX9reQsGlM
未来警察ウラシュマンOP ミッドナイト・サブマリン HARRY 

https://www.youtube.com/watch?v=vvV5RQCum2Q
氷河戦士ガイスラッガー　朝日ソノラマ・EM-101 ソノシート付き 

https://www.youtube.com/watch?v=w5nlh_CUWYM
IL RISVEGLIO DEI DINOSAURI - 恐竜冒険記ジュラトリッパー (KYORYU TANKENTAI BORN
FREE) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 54 分 54 分前 
でもね

地震とか火山とか放射能とかの報道。今も絶対におかしいからね。自民党が、どうだ

とか、民主党がどうだとか言う以前の問題で、福島原発が爆発した数日後「関東のほ

うれん草から50,000ベクレルを超えたものが検出されました。直ちに人体に影響はあ
りません。食べてもOK」この報道が現実

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
これはあれか

ネパールで巨大地震が起こり、世界中のメディアがトップニュースだけど、日本の報

道は「平常運転」だよね。特にテレビ。変だね。明らかに。これあれだろ、官邸か

ら「あまり、巨大地震だと報道しないようにね。原発再稼働に影響するからね。わ

かる？」とか、通達が出てんじゃないの。

https://www.youtube.com/watch?v=C8CuDxnkib4
機動戦士ガンダム　 時空を超え 宇宙を超え　モーニング娘。’14 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
たぶん、あれだ

ネパールのM7.9の巨大地震が日本のプレートにも影響を与えたんだね

https://www.youtube.com/watch?v=muX9reQsGlM
https://www.youtube.com/watch?v=vvV5RQCum2Q
https://www.youtube.com/watch?v=w5nlh_CUWYM
https://www.youtube.com/watch?v=C8CuDxnkib4


（１）は15時37分：八丈島近海でM5.0の地震発生時。まず九州が揺れて、その後、東
北まで揺らし（２と３）は、５分後も地震を検知してる異常な状態

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4 時間 4 時間前 
19時53分　再びブラックアウト切断！
またデカイのが来るぞ

激眠いです。

寝ます…（－－；）…。

Lightworker @Lightworker19 
· 43 分 43 分前 
ある人がインドに旅立うとしているサンジェルマンの使用人ロジェに質問した。「貴

方の主人は本当に2000歳なのですか」すると使用人は「それは判りません。わたしは
まだ300年しかお仕えしていないのですから」と答えた。http://bit.ly/QaExyh

https://www.youtube.com/watch?v=lVXaGf76JgE
時空の旅人　ローラ・ブラニガン 

https://www.youtube.com/watch?v=MOrwCxF04NI
魔界転生 OST 

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
波動を高めるとよりポジティブな世界に行けます。最高の自分に焦点を合わせまし

ょう。波動が低くならないようにネガティブな環境から脱却。美しい言葉、美しい環

境も大事です。美しいものを見たり聴いたりしてください。

https://www.youtube.com/watch?v=Pi4b2V8TjdY

http://bit.ly/QaExyh
https://www.youtube.com/watch?v=lVXaGf76JgE
https://www.youtube.com/watch?v=MOrwCxF04NI
https://www.youtube.com/watch?v=Pi4b2V8TjdY


生まれ変わっても僕でいいよ

https://www.youtube.com/watch?v=-bA_URbUT_s
Seven years in Tibet - Main theme with pictures

https://www.youtube.com/watch?v=x9OIrfp5oTQ
Morning Musume ’14 Toki wo Koe Sora wo Koe (Instrumental Ver.) 

 
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4月26日0:36
セコム @SECOM_jp · 2時間2時間前 
【ネパール大地震】セコム広報です。25日、ネパールで発生した大地震でカトマンズ当局は市内
で死者は876人と発表。また市内で多くの建物が損壊。周辺のインド、中国でも20人が死亡。エベ
レスト山で雪崩が発生し登山者が巻き込まれ8人が死亡。さらに死者は増える見込み。大惨事にな
りそうです。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月26日0:45
deepthroat @gloomynews · 5時間5時間前 
deepthroatさんがリツイートしました Emily Rauhala
ネパール地震でチベットにも被害。チベット自治区シガツェ地区ニャラム県で建物の7割が被害と
の情報。外国記者立入禁止と。 

阿南akaアンナ万里 @Annan3 · 1時間1時間前 
数年前に地震あったブータンは今回は無事 #ネパール地震
→Earthquake: Everything is fine in Bhutan, says minister http
://www.oneindia.com/international/earthquake-everything-is-fine-in-bhutan-says-minister-
1727518.html?utm_source=article&utm_medium=tweet-button&utm_campaign=article-tweet …
#earthquake @oneindiaさんから

https://www.youtube.com/watch?v=-bA_URbUT_s
https://www.youtube.com/watch?v=x9OIrfp5oTQ
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504260021198219
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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【妄想大全開】　４．… Radioactive …　2015年4月27日

【妄想大全開】　４．… Radioactive …
2015年4月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (9)
 

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
Tiger and Bunny AMV - Radioactive 

…すっかり脱線してしまいましたが…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=FuCFkyBGsFc&spfreload=1
AMV - Tiger And Bunny-Raghav-Fire 

いや、最新情報のチェックを欠かす人じゃないから、現代？フランス？在住の日本サブカルヲタ

なら、当然これは「知ってて」

「虎と呼んでください！」だったわけだな…ｗ
http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/

だってタレ目が似てるよホント…ｗｗｗ
http://85358.diarynote.jp/201011181338452337/

https://www.youtube.com/watch?v=dp8QaopSGhc

http://85358.diarynote.jp/201504272213356729/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504272213356729/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150427/85358_201504272213356729_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150427/85358_201504272213356729_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150427/85358_201504272213356729_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
https://www.youtube.com/watch?v=FuCFkyBGsFc&spfreload=1
http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/
http://85358.diarynote.jp/201011181338452337/
https://www.youtube.com/watch?v=dp8QaopSGhc


Tiger and Bunny - Moves like BAHNAHBEE

…てことで（＾＾；）…
他人様のアニメをBGMに、オリジの設定遊びの続き…☆
http://85358.diarynote.jp/201504220053124900/

★（物語の概要）

０．舞台（地名：時代：粗筋）

１．白熊兄

２．エル姉

３．狼さん

４．（私）

５〜．（ソウルチームメイトな「関係者」）

★『ＭＴ／ＯＫ！』地球「最終戦争」初？期。

０．地球衛星軌道上、通称「UniverStar（大学衛星）」、宇宙建築設計施工科。
１．建築科ＯＢ？

２．建築経営学科？（MTOK経理担当？）
３．建築施行科かな？

４．土岐（辰）真扉。建築設計科の異端児とゆーか、天才少年？

（図２参照）

５．「ニョゼ・ガモん」（＝虎さん）（＾＾；）…
（図１参照。）

ＭＴＯＫプロジェクト（図３参照）始動初期？突如として自分から「プロデューサーとして買っ

てくれ！」と「売り込み」に来た、正体不明人物ｗ

「実家は寺だった」らしいが、跡を継ぐべく放り込まれた仏教（修行）大学を、素行不良（不純

大量異性同性交遊ｗｗｗ）で放校されて勘当され、奨学金を受けてユニバスタに進学…したはい
いが、学業もそこそこに怪しい自己啓発団体など立ち上げて遊び？暮らしているうちに地表の実

家が地震で消滅。そのせいもあってＭＴＯＫ計画に関心を持ったのだろうと推測されている。

…が、当初は他の関係者一同が「詐欺？」「資金流用着服？」目的かと疑い監視するなかで、ひ
とり辰（土岐）だけは一目「視た」時からほぼ全幅の信頼を置いていた…ので、エル他からは睨
まれまくっていた…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201504220053124900/
http://eiga.com/movie/77525/


彼のタラシ術（参照： http://eiga.com/movie/77525/ ）と
資金調達力が無ければMTOK計画は成功せず、
結果として、より大量の人類と生物類が死滅していたはずなので…

（＾＾；）…実は隠れた「ヒーロー」なんだよね、うん…☆
https://www.youtube.com/watch?v=XlELfmYXQm0
Tiger & Bunny - Hero’s Come Back!! 

https://www.youtube.com/watch?v=gIN3WKgfX-k
Tiger & Bunny are Gonna Save the World 

https://www.youtube.com/watch?v=dhs3u6Fny8o
Swedish House Mafia - Save The World (Lyric Video) 

★地球「最終戦争」前時代〜終末期。

０．西暦1900年代、地球日本オオノ〜西暦2100年代《コロニスツ》。
http://76519.diarynote.jp/200610120248330000/
１．杉谷優実子

２．杉谷好一

３．栄田晴樹

４．磯原清

５．その他ソウルチームメイト総出演。

Ｘ．清峰鋭

https://www.youtube.com/watch?v=-mt29Z7m8hU
Save the Earth!!! 

★地球「再統一」史。

０．地底都市〜地表。

http://76519.diarynote.jp/200605012341500000/
１．（当然いたはず）

２．リーシェンソルト？

３．マリアンドリーム？

４．「泣き虫」リースマリアル？

５．ソウルチームメイト総出演。

https://www.youtube.com/watch?v=XlELfmYXQm0
https://www.youtube.com/watch?v=gIN3WKgfX-k
https://www.youtube.com/watch?v=dhs3u6Fny8o
http://76519.diarynote.jp/200610120248330000/
https://www.youtube.com/watch?v=-mt29Z7m8hU
http://76519.diarynote.jp/200605012341500000/


https://www.youtube.com/watch?v=3zyizEz9XUs
The human impact on this Earth 

★《エスパッション》シリーズ

０．地球＋リスタルラーナ＋ジースト。

１．シスターナ・レイズ。

２．サキ・ラン＝アークタス。

３．エリザヴェッタ・アリス・ドンナ・レニエータ（公女）。

４．マリア・ソレル。

５．ソウルチームメイト総出演。

https://www.youtube.com/watch?v=n-hgl9EfGvo
"Jamie Destroys the Clones" Music Inspired by the Bionic Woman

★《リステラス》統一。

０．地球＋リスタルラーナ＋ジースト。

１．キル。（キリアス・ヤンセン・エラ。）

２．ライア。

３．《馬面》エクゥス・ライノーツ。

４．ソレル女史。

５．ソウルチームメイト総出演。

https://www.youtube.com/watch?v=yT0ggzH3qHY
Glory Of The Last Days - Home sweet home

★『ホーミング・ロード』

０．《リズ》vs.《ジス》時代。
http://85358.diarynote.jp/201008270858341759/
１．ジョイス。（ジョイフル・シン・シン）

２．ラス・ラ・エル。

３．リェン・ドレングスン。

４．ルー・ウェイファン。

５．ソウルチームメイト総出演。

https://www.youtube.com/watch?v=3zyizEz9XUs
https://www.youtube.com/watch?v=n-hgl9EfGvo
https://www.youtube.com/watch?v=yT0ggzH3qHY
http://85358.diarynote.jp/201008270858341759/


Ｘ．ルー・エイレン。

https://www.youtube.com/watch?v=UADwjM0DxPk
Bionic Woman: I’m Jaime (A Cello Underscore) 

https://www.youtube.com/watch?v=4J92e27bLvQ
ハインリヒ・ヒムラーの生涯 Heinrich・Himmler’s whole life 

https://www.youtube.com/watch?v=i7B9F2Rv5Bg
ナチスの焚書　（ケーニヒグリッツ行進曲）

…「虎だ虎だ」…ッ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4月27日22:21
あ、「一目視た時から」信頼してた、ってことは…

この「以前」の転生回「も」、あるわけだよねぇ…

まだ思い出してないけど…☆

ｗ（＾□＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月27日22:28
お風呂入って洗濯して…

明日も正常性バイアス異常行動で、バイト…

…（＾＾；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=UADwjM0DxPk
https://www.youtube.com/watch?v=4J92e27bLvQ
https://www.youtube.com/watch?v=i7B9F2Rv5Bg
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504272213356729
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月27日22:39

cmk2wlさんがリツイート 

Sonntag-Fujikawa @sonntag_F 
· 4月26日 
千葉県印西市小倉台の団地内…メーターボックス内の埃(2件分)を掃除機で吸ったら、0.6μSv/h超
えた…(BGは0.03μSv/h)。 

cmk2wl @cmk2wl 
· 1分 1分前 
４／２７　週プレNews 「東電の事故処理対策では、今のところ１〜３号機ひとつにつき、一般の
水道蛇口ふたつを全開にしたほどの注水を続けている。これは巨大な原子炉格納容器と比べれば

意外にわずかな水量といえる。」wwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿もほどほどに。取材する側も。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月27日22:40

…ところでやっぱり完全に、

「歴史年代」と「魂の転生順序」が、ズレてる…ッ！！

ｗ（－－；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月27日22:50
文中いっぱい「順番の入れ間違い」がありましたので、治しましたッｗ

（すげぇ間違いになってたｗ）

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

2015年4月27日23:01
あ、アメリカの禁酒法時代にボストンの新聞社で受付しながら小説書いてた回が抜けてる…

(^_^;)

ジョセフさん？いた？

(^_^;)

（狼さん居なかった！）

…トクギさんがエル…？
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日0:36
フクシマ浪江で真夏日って…
(-"-;)

つまり、【熱核露天風呂】の、

湯気…(ToT)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日9:45
Lightworker @Lightworker19 
· 4分 4分前 
人類は感情と知能を持ち、体にハート、魂、スピリットを有するかけ がえのない人種なのです。
人類も私たちも、はるか遠い過去、リラ星 で生まれた同じ種族の哺乳類です。また、私たち人類
はすべて「光の 存在」なのです。http
://bit.ly/ZLxuoB

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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…「リラ」って、「リ・イス・スタル・アァル・ラァナ」…？
…（＾＾；）…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月29日0:16

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
今のところ、超能力者やアカシックレコード情報の予言、地殻変動のデータ、累積エネルギーな

どの情報から、あと数ヶ月以内に、関東沖〜東海沖でM9クラスのスーパー地震になる疑いが強い
もし起きれば津波の高さは１００ｍ級、数百万人の死者は確実

もちろん痴呆政府に対処能力があるはずがない
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「シバ神が踊る時、大地が揺れる」...2015年4月27日

「シバ神が踊る時、大地が揺れる」...THE INCA CREATION MYTH ...
2015年4月27日 リステラス星圏史略　（創作）
 
（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=hHTxQTSjc_M
Star Trek Voyager: Go the Distance 
…ソレル女史…（つまり、私？）そっくり？だ…ッ？ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=JhDxaWv88_U
I Will Remember You (Re-Make) 

カラパイア @karapaia · 4月24日 
カラパイア : なんという終末的光景。54年ぶりに噴火したチリのカルブコ火山大噴火の
画像と映像 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52190429.html … 

ロイター.co.jp @Reuters_co_jp · 30分30分前 
最も #地震 活動が活発な地域に位置するネパールでは約７５年周期で大地震が発生し
ているが、いつ地震が起きるのかは知る由もない　──アングル：ネパール大地震で

露呈、早期警報システムの現実と課題http://bit.ly/1OuExuX 

世界史年表bot @kaori_wh · 3月17日 
インカ帝国　………　１２００頃〜１５３３年、南アメリカのアンデス地方。マチュ
＝ピチュ遺跡で有名。高水準の石造技術を用いた神殿・要塞や、数量を表すキープ（

結縄）に特色。現在のペルーを中心に、エクアドルからチリ北部までの広大な地域を

支配する。１５３３年スペインのピサロに征服された。

笹山登生 @keyaki1117 · 1時間1時間前 � 大阪府 大阪市 福島区 
メモ「ネパール大地震でカトマンズなどで仏塔などの歴史的建造物多数が倒壊するな

ど遺跡や観光資源にも被害が広がった。

ダルバール広場にあるシバ寺院の仏塔と、対をなすナラヤン寺院の仏塔が倒壊。観光

名所だった９階建ての塔「ダラハラ」も倒壊した。」

ありんこx @arinkoox · 20時間20時間前 
今回のネパールの地震での壊滅的な被害を見て改めて思ったけどやっぱり行きたい

と思ったところにはなるべく早く行かなきゃー。いつなくなってもおかしくないんだ

もんね。カンボジアの人もアンコール遺跡もどんどん崩れてきてるって言ってたもん

なあ。。。

岡三マン @okasanman · 4月26日 
ネパール大地震で世界遺産「カトマンズ盆地」の90%の遺跡が損壊
　http://weibo.com/1699432410/Cf43obhVB?
from=page_1002061699432410_profile&wvr=6&mod=weibotime …

とりあえずもうちょっと生きようｗ

生きて、映画を観よう…ｗｗｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=czy0pWybtnE
Star Trek - Bring Back Kirk

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 @WSJJapan · 3時間3時間前 

http://85358.diarynote.jp/201504271824579964/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=hHTxQTSjc_M
https://www.youtube.com/watch?v=JhDxaWv88_U
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52190429.html
http://bit.ly/1OuExuX
http://weibo.com/1699432410/Cf43obhVB?from=page_1002061699432410_profile&wvr=6&mod=weibotime
https://www.youtube.com/watch?v=czy0pWybtnE


ネパール大地震、どのように起きたか http://on.wsj.com/1b5k4KI 今回の地震は、地下
約15キロにあった岩盤が動き、衝撃波（熱核兵器20個超の爆発に匹敵するエネルギー
とされる）がカトマンズ渓谷一帯に広がったもの 
https://twitter.com/WSJJapan/status/592555670387298304/photo/1

龍谷ミュージアム前館長のつぶやき @tirisawa · 5時間5時間前 
ネパールの地震が心配。死者は8000人を超えるのではないかという。よく知っている
街や遺跡の映像が映し出されると胸が痛む。大地はまだ動いています。ユーラシア

プレートとインドプレートの激突の衝撃は有史以来続いているのです。エヴェレスト

がなぜ測量するたびに高さが違うのか考えてみましょう

https://www.youtube.com/watch?v=75kDb2OqBWI
THE INCA CREATION MYTH 

https://www.youtube.com/watch?v=sJO6DIB5CaM
maya godabari ful fulo.flv 

「マヤ」と詠ってるけど、ネパール音楽…（＾o＾）…！

後藤　仁（日本画家・絵本画家） @JINGOTO · 4月26日 
「シバ神が踊る時大地が揺れる」とか・・私の絵でも女神クマリの背景に描いてある

ダルバール広場の塔が、地震で倒壊していました。知人の安否が気懸りです。とても

悲しい気持ちで、被害に遭われた方にはただただご哀悼申し上げます。後藤仁　#ネパ
ール 
https://twitter.com/JINGOTO/status/592125100171755521/photo/1

…う〜ん…（＾＾；）

御前崎（＝富士山）に「悪さ」しよーとしてた、

「大堕天使」の異名をとる「ルセフ・エル様」を、抑え込んで余裕で笑ってるんだから…

《白いライオン》さんは、やっぱり、《神》…！？

https://www.youtube.com/watch?v=ML44Jz7eilE
The Melody of God’s Love_108 White Lion Tiger LEO 

株式会社ムラクモ軌道製造 @Murakumo_weiche · 4月25日 
さっそくネパールの地震で地震雲がどうのって話題が出てる。

こないだの台湾近海での地震が神の怒りが〜って話もあったけどさ。石器時代の人間

が天変地異を恐れて非科学的な信仰をするのと同じだ。一体いつの時代に生きてる

んだ。

ＮＨＫ国際部 @nhk_kokusai · 4月23日 
【今夜の国際報道2015】
「神々の舞」とも称されるネパールの伝統舞踊「チャルヤー・ヌリテャ」。時代の変

化とともに後継者が減少し、いま消滅の危機に瀕しているこの門外不出の舞を受け継

いでいこうと奮闘する日本人女性の姿を伝える。

http://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/

http://on.wsj.com/1b5k4KI
https://twitter.com/WSJJapan/status/592555670387298304/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=75kDb2OqBWI
https://www.youtube.com/watch?v=sJO6DIB5CaM
https://twitter.com/JINGOTO/status/592125100171755521/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ML44Jz7eilE
http://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/


…被曝殺人推進集団「鬼HK」なんかに、神聖な舞を撮らせたりしたのが、怒りを買ったじゃ…？
？

…（－－；）…

世界の絶景・楽園 @zekkei_rakuen_1 · 4月23日 
【カトマンズ スワヤンブーナート寺院】(ネパール)
ストゥーパの４つの側面には大きな目玉が描かれています。これはすべてを見通す神

の目を象徴しているらしい。 
https://twitter.com/zekkei_rakuen_1/status/591113260344082432/photo/1

行ってみたい世界遺産 @ittemitaisekai1 · 4月21日 
行ってみたい世界遺産ランキング第8位【サガルマータ国立公園 （ネパールの世界
遺産）】神に近い場所です。　http://twitpic.com/dxyrlu
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBgpaHR0cHM6Ly90d2l0cGljLmNvbS9zaG93L2xhcmdlL2R4eXJsdS5qcGcUvgcU0AUAFgASAA&s=0NKtOct3AypWygsX7awl0x83-
SoJAVyrpbfVZcJ3A7o

https://www.youtube.com/watch?v=En5xw0V4MLc
INCA GODS TELL OF GLOBAL WARMING CLIMATE CHANGE 

https://www.youtube.com/watch?v=ChSKKoY8kr0
シヴァShambho：世界と人間の創造にマヤの神話

なぜ、スペイン語でマヤを語る人の名前がシヴァ…？？

…？（＾＾；）？…（単語しか解りませんｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=LqPOHHzAvVY
Mayan Gods...just a few... 

http://85358.diarynote.jp/201504180846398194/
（コメント欄、参照w）
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/zekkei_rakuen_1/status/591113260344082432/photo/1
http://twitpic.com/dxyrlu
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBgpaHR0cHM6Ly90d2l0cGljLmNvbS9zaG93L2xhcmdlL2R4eXJsdS5qcGcUvgcU0AUAFgASAA&s=0NKtOct3AypWygsX7awl0x83-SoJAVyrpbfVZcJ3A7o
https://www.youtube.com/watch?v=En5xw0V4MLc
https://www.youtube.com/watch?v=ChSKKoY8kr0
https://www.youtube.com/watch?v=LqPOHHzAvVY
http://85358.diarynote.jp/201504180846398194/


《白い獅子の神》…？　2015年4月27日

《白い獅子の神》…？
2015年4月27日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
…う〜ん…（＾＾；）…長生きは、するもんだ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=s3T0KE1sCBA
ジャングル大帝（1989）

おやおや（＠＠；）

あのころは脱原発に萌えてて、（＾＾；）

アニメとかテレビとか縁を切ってだから、

リメイクしてたなんで知らなかったわ〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=LyFYH5FMyRc
【MAD】ジャングル大帝〜勇気が未来をかえる〜 

？…は（＠＠；）い…？

https://www.youtube.com/watch?v=szrWVNU9t04
Jungle Emperor Leo (2014) Full Movie 

なんで画面がタテ分割になってるんだ？？

（＾＾；）

んで、２０１４年（！）制作の手塚アニメ（…知らなかった…！）

…が、「タダで」観れちゃうわけですね？…悠宙舞…☆（＾＾；）…☆

（ちょっと画面がアレなので、今コレで観る元気はない…☆）…が！（＾＾；）

昨日「脳内送信」されてきた曲は…（＾＾；）

たぶんこれのイントロです。この音質のいい現代録音のアップバージョンです…☆

http://85358.diarynote.jp/201504271707082979/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=s3T0KE1sCBA
https://www.youtube.com/watch?v=LyFYH5FMyRc
https://www.youtube.com/watch?v=szrWVNU9t04


https://www.youtube.com/watch?v=8ldA6SNToPU
The Real Lion King - Circle of Life 

https://www.youtube.com/watch?v=YSSa0sLRi7w
Jungle Emperor Leo 
Two Worlds (One Family) 

…画質も動きも「５０年で」進化しまくってるなぁ…
…（＾◇＾；）…

どんどん脱線…

https://www.youtube.com/watch?v=gA5BjaExdA4
Two Worlds, One Family 

…やっぱり「諦めて死ぬ」にはまだ早いな…（＾＾；）…

せっかく「この時代に」生まれ変わって来れた（！）のに…ｗ

観てない映画が、多すぎる…ｗｗｗ

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ldA6SNToPU
https://www.youtube.com/watch?v=YSSa0sLRi7w
https://www.youtube.com/watch?v=gA5BjaExdA4


「ボスキャラ」ですか…？（＾◇＾；）？　2015年4月27日

「ボスキャラ」ですか…？（＾◇＾；）？
2015年4月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 

検索オマケ類とね。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=ZPM2zB4OlFE
仲良しの虎と犬

…異種間コヅクリ…（＾＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=TNsywu4fhXs
Tiger & Bunny OP HD 
…ケーニヒ・ニョゼガモン氏にぴったりなテーマソングだね…ｗｗｗ

（アニメ観てない！観たい！ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=8H9aAjx4Cuo
Tiger and Bunny AMV (OP 2 FULL) 

「敗れてしまっても、終わらなかったんだ」…
「物質から何でだか、命を創ってしまった」…

　…は（＠＠；）い…？

https://www.youtube.com/watch?v=ugwOWCE1ebU
Tiger and Bunny ED - Hoshi no Sumika 

…この作画イイなぁ…♪（＾ｗ＾）♪
自分の物語がアニメ化される日がもしくるなら、

こんな絵柄で描いてもらえたらいいのに…♪

（…て、いうか、ビジュアル、
「如是我聞とM.T.OKI」以外の、誰だこれ…ｗ）
https://www.youtube.com/watch?v=Omc1jXknmfc
Tiger & Bunny - Hoshi no Sumika - Ending 01 

http://85358.diarynote.jp/201504271412324638/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504271412324638/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150427/85358_201504271412324638_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150427/85358_201504271412324638_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150427/85358_201504271412324638_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZPM2zB4OlFE
https://www.youtube.com/watch?v=TNsywu4fhXs
https://www.youtube.com/watch?v=8H9aAjx4Cuo
https://www.youtube.com/watch?v=ugwOWCE1ebU
https://www.youtube.com/watch?v=Omc1jXknmfc


…検索オマケはそのまま大脱線に大暴走しそう（＾□＾；）なので、

そのまえに昨日「初登場」の…

「ボスキャラ」？様…（＾＾；）…？

https://www.youtube.com/watch?v=1zu9JHiYKvE
ジャングル大帝（1965） 

…今生の「私」、生まれたの「1964」ですよ…？

再放送の、雑音だらけの、壊れかけた白黒ブラウン管テレビの…
…聴いて育った記憶もほとんど残ってなかったような、いにしえーしょんな名曲を…

…（＾＾；）…

脳内送信、ありがとうございますが…
…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=LdtNupGGy8Q
ジャングル大帝ED 

これでしたか？バージョン違う気もしますが…

…（＾＾；）…

んで、あの…

あなたさまは、どちらさまなんでしょうか…

…（＾＾；）…

…カ、カミサマ…？？？？？？…？
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3

（検索オマケ）

https://www.youtube.com/watch?v=BEaR3YvBT6k
ジャングル大帝進めレオ

https://www.youtube.com/watch?v=FgeBFRjWxiU&spfreload=1
jungle taitei - opening and ending theme 

https://www.youtube.com/watch?v=HwSKkKrUzUk
The Lion King - Circle of Life 

 
編集する

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=1zu9JHiYKvE
https://www.youtube.com/watch?v=LdtNupGGy8Q
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
https://www.youtube.com/watch?v=BEaR3YvBT6k
https://www.youtube.com/watch?v=FgeBFRjWxiU&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=HwSKkKrUzUk
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504271412324638


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月27日14:12
【ホワイトライオン】

この項目では、動物（哺乳類）について説明しています。 ライオン株式会社が製造・発売する歯
磨剤については「ライオン製品一覧#ハミガキ」をご覧ください。 

　ｗｗｗｗ（＾＾；）ｗｗｗｗｗｗ

ここはどこ？　私はだれ…？？？
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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I’m NOT Alone.　（＋１）　2015年4月27日

I’m NOT Alone.　（＋１）
2015年4月27日 恋愛 コメント (2)
 
あらためまして、こんにちはでございます。

１２；３０。（＾＾；）

昨夜の消えちゃった本文、復元？しました。

http://85358.diarynote.jp/201504262207533504

あとその前に、「消えた魔球」になっちゃったのやつ…★
http://85358.diarynote.jp/201504261025274896

音楽はコレが気に入ったので、別バージョンとか探して聴いています。

https://www.youtube.com/watch?v=nITJpWyN8bQ
Alone Wolf (Violin) 

画像で！（＾ｗ＾）！萌え萌えです…♪

おぉ（＠＠）！　動画…！
https://www.youtube.com/watch?v=vTKEpiGj7JQ
André Rieu -- Alone Wolf 

…いやほんと、ＴＶとかＰＣとかで「狼を観る」のは
「ほぼ初めて」のはずなのに…
…（＾＾；）…

みょうに！「既視（既知）感」あるわ〜…☆

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

お♪　「同姓同名」♪

https://www.youtube.com/watch?v=ptrns6WTqBw
Alone wolf (Original) 

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

http://85358.diarynote.jp/201504271310418741/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201504271310418741/
http://85358.diarynote.jp/201504262207533504
http://85358.diarynote.jp/201504261025274896
https://www.youtube.com/watch?v=nITJpWyN8bQ
https://www.youtube.com/watch?v=vTKEpiGj7JQ
https://www.youtube.com/watch?v=ptrns6WTqBw
https://www.youtube.com/watch?v=hDMYAThnxGw


Enya - Crying Wolf（Smaointe ) 
…ケルト語かな…？
…英国の狼さんは、景色も種族（色）も「記憶と違う」わ…☆

んで。（＾＾；）

はいはい、まぬけな会話は聴こえてましたよ、Elleさん☆

貴方を「動物」に例えるなら、間違いなくコレだと思うよｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=gKnqLGED9SQ
Bull Elk Sounds: Bugles, Barks, Grunts and More 

https://www.youtube.com/watch?v=rw78c5CiofE
Elk Country Chronicles - Water 

https://www.youtube.com/watch?v=4AS9T_9VMB8
Monster Bull Elk 

（検索おまけｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=o11o1PEjnLo
Arc The Lad Ⅲ　OST エルクのテーマ 

 
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6月14日8:53

War Is Overさんがリツイート 

心屋仁之助 心通信 @mindfull_jin · 6時間6時間前 
素直になるっていうことは ある意味「すねない」ってこと。

https://www.youtube.com/watch?v=gKnqLGED9SQ
https://www.youtube.com/watch?v=rw78c5CiofE
https://www.youtube.com/watch?v=4AS9T_9VMB8
https://www.youtube.com/watch?v=o11o1PEjnLo
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504271310418741
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


それは、簡単に言うと 
「○○をしてほしい」 「△△はイヤ」
って、ちゃんと伝えること。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日8:57
Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
スターピープルは、自分が地球の生活に溶け込めないとか、浮いているという感じを抱いて人生

を過ごすことがよくあります。あるスターピープル曰く、「私は、この惑星（地球）に落とさ

れた、という感覚をいつも抱いていて、誰かが私を故郷に連れ戻してくれるのを待っているの

です」

 
 
 
 

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


【妄想大全開】　５．…コペルニクス的、大転生…　2015年4月29日

【妄想大全開】　５．…コペルニクス的、大転生…
2015年4月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 

https://www.youtube.com/watch?v=78Ruh0ewBVo
Barbra Streisand - HD STEREO - Memory - CC for lyrics 

さて。（＾＾；）

もう小説より物語より奇なりというか珍妙なりな「りある」なんか知らんわ…★

小学生の時から基本の設定はできていたのに、今になって大まさか！な、

「キャラの転生推測図が完全に引っくり返った！」のハナシ…★

★（物語の概要）

０．舞台（地名：時代：粗筋）

１．白熊兄

２．エル姉

３．狼さん

４．（私）

５〜．（ソウルチームメイトな「関係者」）

★『四界神話』

http://76519.diarynote.jp/200603262239370000/
０．「天界」センサリテヤ〜四界

１．知水神ヨーリャ

２．女神マライアヌ

３．

４．リーシェンソルト！（＠＠；）！

http://85358.diarynote.jp/201504290901556638/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504290901556638/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4592885287/
https://www.youtube.com/watch?v=78Ruh0ewBVo
http://76519.diarynote.jp/200603262239370000/


５．黒帝＠グァヒギルグ

Ｘ．清峰鋭＠ティアスラァル！

検索おまけ

https://www.youtube.com/watch?v=79a0w-H5bZI
Remember 

 
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4月29日9:02
おっと時間だ…（ーー；）

バイトに逝くぜ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月29日15:02
宮城の線量グラフ「なんか変」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月29日15:33
激眠い。(∋_∈)
個人的には問題なし。

インカ型のピラミッドのような５段重ねの「船」が視えます。

ヽ（・＿・；）ノ

まもなく定員で、

一船出すらしい…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月29日21:10

https://www.youtube.com/watch?v=79a0w-H5bZI
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504290901556638
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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ところで訂正です…(^_^;)

黒帝さんが「濡れ衣だ。」と、

苦笑しつつも断固抗議していて、(^。^;)

…狼さんが…(‾○‾;)…

あっち向いて尻尾丸めて、

頭抱えて「いないフリ」

してます…っ！

…ヽ（＠▼＠＃）ノ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月29日22:02
無事帰投。

現在アタマの中がたいへん賑やかです…(-"-;)…

まぁとっくに時効（少なくとも１〜２万年以上は経ってる…）

┐(’〜`；)┌

ので、２〜３発も蹴りを入れたら赦しますが…。(-"-;)

なるほど、エルが狼さんをいぢめるのは、この件を根にもってたわけね…(-.-;)…

なにやら『僕たま』の中によく似た話がありましたですよ…
。。。(〃_ _)σ‖

明日はバイト休みだけど忙しいので、もう寝ますぅ…

┐(’〜`；)┌
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『転生史略』１（めも）＋３曲。　2015年4月30日

『転生史略』１（めも）＋３曲。

2015年4月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 
「あなたがたと関係者全員を、分霊転生処分とします」

「げ。」

https://www.youtube.com/watch?v=Gxafp10aJS0&spfreload=1
Bajre Di Rakhi - Anju Punera - Full Song 

…あははは…

似てる似てる…狼さん…っｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=zqq3tW3iACw
CHICAGO - Hard To Say I’m Sorry 

https://www.youtube.com/watch?v=zyJJlPSeEpo
麻枝 准×やなぎなぎ 「終わりの世界から」 

…おいおい…＜（〜〜；）＞…

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201504300724018703/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201504300724018703/
https://www.youtube.com/watch?v=Gxafp10aJS0&spfreload=1
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2015年4月30日9:45
ところで私は今日はバイト休みで、念願の？「窓大全開にして放射性ワタ紙ホコリの追い出し

掃除」中なんですが。(^_^;)

バイト先にたしか昨年末くらいから来てたソウルチームメイトのひとりが、今日を最後に病気退

職（強要）されてしまったので残念です。(;_;)…昨日のうちに挨拶だけはしましたけどね〜…(;_;)

いつの前世だったか定かでないですが隣の部隊の副官さんで、業務連絡とかでしょっちゅう顔を

合わせて、お互いの仕事ぶりをリスペクトしてた仲です。

(^_^;)（…ので、私の「複眼」にはいつも、ナイスミドルな中年男性に視えてました…ｗ）

誠実で思いやりの深い人なので、素直に「食べて応援」しちゃったんでしょう。(・_・;)

顕著な被曝症状が出てしまっています…。

(ToT)

被曝性貧血には、アルセイボのオルガニックなチョコレートが一番オススメです！

…がんばって治してね〜…
(ToT)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月30日11:57

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
北海道にあっては鹿が最悪の農業破壊者

それを捕食する狼と羆も崇められカムイとなった

幸い猪はいなかったが、牧畜が導入されカムイは悪魔に変わった

蝦夷狼の滅亡は日本狼より１０年早い

今、日本の農村は再び狼を必要としている

再び猪・鹿の天下が戻ってきたからだ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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2015年4月30日11:57

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
江戸時代、農村で最大の敵は猪・鹿だった

今のような防除具もなく、畑に番小屋を設けて監視し、来たら飛び出して追い払うが関の山

猪鹿を恐怖させる狼は大神様として崇められた

自然界は最上位捕食者＝カムイの支配する秩序にあった

だが牧畜を始めた村はカムイを敵として滅亡させてしまった

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月1日9:00

cmk2wlさんがリツイート 

松岡宏行 @higetch 
· 3月24日 
SNSは、それとおなじように、本来その人が持っている性質を、自転車のように倍加させるも
のじゃないだろうか。学ぶ意欲のある人は知識をうんと増やし、良い人間関係を求める人は友達

を見つけられる。底意地の悪い人は意地の悪い者どうしで仲間となり、共感しあっている。

 

http://85358.diarynote.jp/
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（２０１５年５月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年５月）
 



「ヌサルディ・エルの唄」（違っ 2015年5月2日

「ヌサルディ・エルの唄」（違っ

2015年5月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

https://www.youtube.com/watch?v=1eh2FtRGrqg
EPIC - Ancient Cry (Celtic Female Vocal) 

※エルさんの転生史※

★両生類族〈いちばん弱い〉

　http://76519.diarynote.jp/200604202342580000/

★白熊母の双子のカタワレ（もう一方は「私」）

★白猫〈まりか〉

　http://76519.diarynote.jp/200612012316480000/

★巫女エレ（ミイラ化）

　http://85358.diarynote.jp/201503240901357321

★無理なテンソクが原因で死んだ皇妾候補の娘（中国）

https://www.youtube.com/watch?v=rSTXX_dWcuE
假如愛有天意《愛すれば愛するほど》《鋼琴 / Piano》New Age Music 輕音樂 

★中越国境？古代文明の白獅神巫女

（＞イマココ！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月2日20:13
ベトナム国境近くの中国領に、巨石文明なんかあったっけ？

？(^_^;)？

http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150502/85358_201505021455544606_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1eh2FtRGrqg
http://76519.diarynote.jp/200604202342580000/
http://76519.diarynote.jp/200612012316480000/
http://85358.diarynote.jp/201503240901357321
https://www.youtube.com/watch?v=rSTXX_dWcuE


シャンバラとかシャングリラ？

…むしろボロブドール系…？
…(・ω・;)(;・ω・)…

…エルさん今度は
なに企んでるの〜…？
┐(’〜`；)┌

（カミサマ公認…？）

https://www.youtube.com/watch?v=p5fk9PKeyW8
Celtic Spirit - Lyra (Ta Muid) 

★白嶺国王

★サタナクラの女奴隷

★エレオノーラ（アドリの母）

　http://85358.diarynote.jp/201504232215242462/

★杉谷好一（＠＠；）

　http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/

★サキ・ラン＝アークタス

　http://76519.diarynote.jp/200702100033140000/

★ライア（＝黄金少女神）

★ラス・ラ・エル

★エル（大堕天使ルーセフ・エル・シャッダイ）（＊アダナよ!?）

★ハラエ（女神）

https://www.youtube.com/watch?v=p5fk9PKeyW8
http://85358.diarynote.jp/201504232215242462/
http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
http://76519.diarynote.jp/200702100033140000/


…まだあるなぁ…（＾＾：）…

https://www.youtube.com/watch?v=-Trj9jjlVMg
Elysion〜樂園幻想物語組曲〜05 エルの肖像 

https://www.youtube.com/watch?v=y61Qz8eSL2U
華魂_Chinese Spirit 

…うわ、あった。中国古代「巨石」文明…！？
https://www.youtube.com/watch?v=TIr64Np5rQM
PYRAMIDS IN CHINA: ANCIENT LOST SECRETS (HD History Documentary)
 
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2日20:13
ベトナム国境近くの中国領に、巨石文明なんかあったっけ？

？(^_^;)？
シャンバラとかシャングリラ？

…むしろボロブドール系…？
…(・ω・;)(;・ω・)…

…エルさん今度は
なに企んでるの〜…？
┐(’〜`；)┌

（カミサマ公認…？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=-Trj9jjlVMg
https://www.youtube.com/watch?v=y61Qz8eSL2U
https://www.youtube.com/watch?v=TIr64Np5rQM
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505021455544606
http://85358.diarynote.jp/
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2015年5月3日0:11
寝ます寝ますッ（＾□＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日15:13
テンソク娘の名前は

雰囲気で勝手に「蕾凛」。(^-^)
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続・「ヌサルディ・エルの唄」…（＋３）　2015年5月3日

続・「ヌサルディ・エルの唄」…（＋３）
2015年5月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

昨日のこれの補足。（＾＾）

http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/
「ヌサルディ…」は、ＵＫルグィンの短編のタイトルです…☆
（所収『風の十二方位 』早川書房 発売:1980/07/31 1,231円 ）

ちなみに「白獅神」は「白熊さん」＝「黄金虎神」の転生体らしいです…☆

https://www.youtube.com/watch?v=aYyvC9dMLyE&list=PLA5F6C892E35F72B2
Elysion 〜樂園幻想物語組曲〜01 エルの楽園 [→ Side：E →] 

まだちょこちょこ書き足してますが…（＾＾；）

昨日「私」が補佐しちゃったせい？で、中越国境〜崑崙山脈あたり？で、

いつの時空のことか知りませんが、ものすごい白浄光が、望見されたことかと思います…

歴史？や地球環境にどう干渉したのかは、知りません、責任もとれません…☆

　？ｗ（＾□＾；）ｗ？

https://www.youtube.com/watch?v=bhWvRfxz83U&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=3
Elysion〜樂園幻想物語組曲〜03 エルの絵本【魔女とラフレンツェ】 

＞流転こそ万物の基本

http://85358.diarynote.jp/201505030824351684/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505030824351684/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4150103992/
http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/
https://www.youtube.com/watch?v=aYyvC9dMLyE&list=PLA5F6C892E35F72B2
https://www.youtube.com/watch?v=bhWvRfxz83U&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=3


＞流れる以上、時もまたしかり

…うわぁ☆（＾＾；）★　これ、まんま「リステラス」と「同じ話」だ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=RIzBtaxSM0I&index=4&list=PLA5F6C892E35F72B2
Elysion〜楽園幻想物語組曲〜04 Baroque 

…わはははは…ｗｗｗｗｗｗ

これは「私」の唄だ…ッ

名前まで、「エリス」…！！！！！
　！（＠＠；）！

…「彼女」がエルじゃなくて、「狼さん」な気がするけど…☆

検索おまけ

https://www.youtube.com/watch?v=uuH57QEnYbo
蔡楓華 滂沱大雨

https://www.youtube.com/watch?v=Y1rR8v687iE
【吹奏楽】エル・クンバンチェロ

 
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3日8:56
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=RIzBtaxSM0I&index=4&list=PLA5F6C892E35F72B2
https://www.youtube.com/watch?v=uuH57QEnYbo
https://www.youtube.com/watch?v=Y1rR8v687iE
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505030824351684
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「キロワット/時」あたりのコスト、なんと、たったの２セント！　脅威のスーパー電池を開発　
それも家庭、工場、発電所で使用可能　/　米「テスラ」社が発表　名づけて「テスラ・バッ
テリー」　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-32c1.html#more … 

（＾＾；）

参照：『月を売った男』(1964年) (創元推理文庫)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日12:06

火山たん @volcano_tan 
· 24時間 24時間前 
富士山の神様は現在ではコノハナサクヤヒメとされているけれど、それは江戸時代から出てきた

考え方なんだよね。それ以前の、室町時代くらいでは赫夜姫/カグヤヒメという少女の神様が祀ら
れていたんだよね。この変化の背景には本地垂迹思想と廃仏論の対立があるみたいなんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日12:07

火山たん @volcano_tan 
· 5月4日 
地熱の活用で有名なのは温泉とかだけれど、伊豆諸島の青ヶ島では噴気の出てくるポイントが「

ひんぎゃ」と呼ばれて、熱を使った調理などに使われてきたんだよ。この熱を使って海水を蒸発

させて塩が作られたりしているんだよね。

 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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脳内モンタージュｗ　（－１＋２）　2015年5月18日

脳内モンタージュｗ　（－１＋２）

2015年5月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 

（前項コメント欄参照）

モンタージュというか、

コラージュというか…（＾＾；）

貼っつけた画像３枚を脳内で合成して、３で割ってメガネをかけると、

某所の新人リーダー嬢《清少納言の君〉（仮名）の手配写真ができます…

たぶんｗ

（いやほんとにエルに似てるんだよ雰囲気がエラソウで…ｗｗｗｗ）

音楽だとこんな感じかなぁ…？
https://www.youtube.com/watch?v=bfBetmSmlGo

http://85358.diarynote.jp/201505182240298816/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505182240298816/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150518/85358_201505182240298816_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150518/85358_201505182240298816_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150518/85358_201505182240298816_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bfBetmSmlGo


Anywhere is - Enya

https://www.youtube.com/watch?v=LPa9r9gkBAE
Enya: Book of days
 
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18日22:41
０５０９５９９☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日23:24

neko-aii @neko_aii 
· 33分 33分前 
2012年2月14日
被曝による脳の影響

・危機感の大きな減退。

・時刻感覚の減退。

・食欲の増大。

・ステップワイズな複雑な思考の回避。

・味覚の変化。

・感情の鈍化。

・開放感(遊び)への欲求の増加。

・転びやすい。

https://www.youtube.com/watch?v=LPa9r9gkBAE
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505182240298816
http://85358.diarynote.jp/
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エルシャムリアを復活させなきゃいけないらしい…？(^_^;)？　2015年5月20日

エルシャムリアを復活させなきゃいけないらしい…？(^_^;)？
2015年5月20日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
私がいま視ている白日夢が被曝による脳損傷が見せている幻覚ではなく前世記憶の総ざらえであ

るとするならば。

(^_^;)

…やらなきゃいけない仕事は、「放り出しちゃった」智究界
エルシャムリアのリブートと、

「げんざい地球で死につつある魂たちの転生受け入れ先としての生個体数の確保」。

…ってことになる。

…らしい…？
(・ω・;)(;・ω・)

貼っておこうｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
【PS3】 El Shaddai -エルシャダイ-　(ルシフェルver) 高画質版 

 
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20日16:11
…神話は神話のままに
しておきたかった…
┐(’〜`；)┌…

http://85358.diarynote.jp/201505201607012855/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505201607012855/
https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505201607012855
http://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日20:44
…がっで〜む！(-"-;)！

アルバトーレのミネルバさんも「私」か…！？
ヽ（・＿・；）ノ

いや、あれ？

(・ω・;)(;・ω・)
ハレーション原則は…？

ヽ（・＿・；）ノ

 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/


追記／面々＠ＷＯＲＫ★　2015年5月21日

追記／面々＠ＷＯＲＫ…(^_^;)…☆＜イマココ！★
2015年5月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (18)
 

作業用画面です。(^_^;)

とりあえず磯原清は

エイリスじゃなくて

アイリスのほうの転生と判明。

(^_^;)
…辻褄が合っちゃうから困るな…(・ω・;)(;・ω・)

https://www.youtube.com/watch?v=9NoCBbc17x4
いつの日か旅する者よ / 小椋 佳

んで。（－－；）コレがまた、

ネタが満載すぎて、オトナシク小項目にまとまってくれない。

というね…（－－；）…
https://www.youtube.com/watch?v=MnCkHwmsTBw
【科学忍者隊】コンドルのジョーのテーマ【ガッチャマン】

https://www.youtube.com/watch?v=7w6pl1xNcGw
TEKKAMAN-TheSpaceKnightテッカマンOP/ED 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

３．最終戦争

３－１．黄昏童話　　世界大戦が終わり数十年。次の嵐が近づいていた。

３－２．天災人災　　地球に巨大隕石接近。食い止められ第二の月となる。

http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150521/85358_201505211120479213_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9NoCBbc17x4
https://www.youtube.com/watch?v=MnCkHwmsTBw
https://www.youtube.com/watch?v=7w6pl1xNcGw


３－３．宇宙開拓　　第二の月の占有を宣言した能力者集団アルバトーレ。

３－４．地球騒乱　　対宇宙政策を巡り、各国の思惑が乱れ争いが始まる。

３－５．宇宙独立　　宇宙植民者連合、独立宣言。地上「強制停戦」開始。

３－６．宇宙避難　　宇宙移民大量発生。「貧民総救済」計画始動。

３－７．惑星移民　　月遺跡の発掘開始。火星金星木星圏への移民計画始動。

３－８．地球汚染　　地表の汚染と海没の深刻化。貧民救済による居住地不足。

３－９．最終戦争　　外宇宙移民計画の強制起動。世論分裂。実力行使。

３－10．人狼伝説　　地球から「逃げ遅れた」人々の最期の日々の物語。　　

…なんかこのへんの「同案多数」ネタ、ほとんど
「その後のガンダムシリーズ色々に先にやられちゃった」らしいから…
https://www.youtube.com/watch?v=J3cJ0TSShvQ
ファーストガンダム作業用ＢＧＭ １/２ FIRST GUNDUM（1979年）

書きにくいんだよなぁ…（〜〜；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=PRiMJHV8cBQ
宇宙海賊キャプテンハーロック 

https://www.youtube.com/watch?v=OdmHzzKjfJM
ONE OK ROCK / Video editing [Be the light] キャプテンハーロック 

…観てない…！（＾へ＾；）！

おまけ♪

https://www.youtube.com/watch?v=xpRBjwqXx10
科学忍者隊ガッチャマン　ガッチャマンの歌　

Gatchaman（子門真人　小林亜星）　Piano　Jotaro Takahashi 

いいなこの編曲♪　Elleさん弾いて♪

えッ（＠＠；）

これ知らないッ！

※※だったのッ!?

https://www.youtube.com/watch?v=J3cJ0TSShvQ
https://www.youtube.com/watch?v=PRiMJHV8cBQ
https://www.youtube.com/watch?v=OdmHzzKjfJM
https://www.youtube.com/watch?v=xpRBjwqXx10
https://www.youtube.com/watch?v=jqHCbCJW6Y0


https://www.youtube.com/watch?v=jqHCbCJW6Y0
科学忍者隊ガッチャマン　米米倶楽部 

 
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21日11:23
札幌の空気は良くなりました。

o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:53
晴れてるのに、

札幌の空間線量０.０４３μとか

なので予断は許しません。

(・_・;)
今朝の雨では岩見沢が０.０５μ超えたし。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:55
ちょっと待ってエル。(-"-;)
脳ミソ返して。(-"-;)

アイリスと繋ぎ直す？のは構わないけど、こちとらバイト中なんだってば…(∋_∈)…

そういうのは、寝てる間にやってよ…！(ΘoΘ;)…眠いッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:58
訂正。

札幌の今朝０.０４２μ。

岩見沢昨夕０.０５４μ。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日16:04
ていうか吸気被曝性発ガン対応で免疫発熱してるよ。(T_T)
暑い…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日16:27
死にそうに眠い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日21:44
Ａリスと

Ｉリスを

統合させて、

余った切れっ端が、

切木リス。

ってかいッ(-"-;)

とりあえずサキが

「子どもを産まなくちゃ」の、

強迫観念の理由は、

「エイリスとアイリスの統合体の器」が要るから。…ね…
…(^_^;)…

そりゃ確かにトンデモナイ大容量になるから、そんじょそこらの種じゃだめだろうけど…

ヽ（・＿・；）ノ

…なぜ、小学生の頃からずっと謎だった部分が、コロコロ勝手に辻褄合わさっちゃうかな…

(・ω・;)(;・ω・)

ヽ（・＿・；）ノ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日22:04
…記憶を辿ると、ソレル女史＝エイリス）の従兄は、ちゃっかりジョゼだったりするし…
┐(’〜`；)┌

…リスタルラーナ総裁とは、ずいぶん出世したなぁニョゼ！ｗ

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日23:49
０５０

９９

８８！（＠◇＠；）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日23:59
ちなみにそもそも

レイはトリトンのピピだったし、

ソレル女史はガッチャマンの南部博士だった…

はず…。（－－；）…

おかし〜な…？？？？？なんで、こんなことに…？？？？？？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:03

火山たん @volcano_tan 
· 2時間 2時間前 
火山の噴火によって人類が滅びかけた事があったって知ってた？約7万年前、インドネシアのトバ
火山の巨大噴火で空中に噴出された大量の火山灰が日光を遮断。その結果、地球は寒冷化してそ

のまま氷河期に突入。私達のご先祖さまは僅か1万人を残して死滅したんだって。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:43

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 9時間 9時間前 
原稿を書きなさい。君にしかできない原稿だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:54
０５

１０００１。

…（＾＾；）…とりあえず寝ます…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日1:07
そんで私はヒラニアガルパだったのか？(‾○‾;)

統合後の名前は、

イリスなのか

リリスなのか？(‾○‾;)

そんで雪ダルマ式に転生太り？して、

そのままワァガマンマに成り上がる。(・_・;)

…というオチが見えました…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日9:53
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Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
【拡散】tokaiama　巨大なすい星の接近が引き金となり、津波と火山噴火が激増する　世界の沿
岸部で巨大な洪水が襲う　巨大な太陽フレアの直撃　嵐と激しい異常な天候 沿岸部からの大きな
避難民の内陸部への移動　http://amba.to/1dW4f5M

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日9:55
？？？？？？（＾＾；）？？？？？？？

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
そうではなく、彼らはオムニアースの異なるプログラムに入って、次元のタイムゲートに集ま

って、ポータルをコーディネートし、意図とセルフマスタリーで周波数を上げ、別のホログラム

の中に移行したのです。http://bit.ly/Uazd0R

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日9:56
わかるように解説してくれｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日21:58

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
ごまかさない。自分に正直に生きる。ウソをつくのは最低だ。
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「４．地球統一。」　2015年5月22日

「４．地球統一。」

2015年5月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
さてと。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
これの続きで、本日の作業お題がこれ ↑ なので、ネタが似ているらしい（観てない！）『ターン
Aガンダム』とやらをＢＧＭにお借りしようと思ったのですが、何故かＶとかＺとかが検索に引っ
かかって来ます…
（＾＾；）ま、いっか…☆

あ、あった…☆
https://www.youtube.com/watch?v=SKaZcHT3brM
∀ガンダム OP & ED (GUNDAM 30th ANNIVERSARY CD06) 
いや（＾＾；）…
あまり好みの音楽じゃなさそうなので、

「選曲放浪」しながらやります…

https://www.youtube.com/watch?v=5H2c0qVyOVc
臼澤みさき／故郷 〜Blue Sky Homeland〜 

https://www.youtube.com/watch?v=_5HIkdKogqI
Keepman Homing official video 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

３．最終戦争　　　　地球人類が自らの愚かさで母星の生態系を滅ぼす。

３－１．黄昏童話　　世界大戦が終わり数十年。次の嵐が近づいていた。

３－２．天災人災　　地球に巨大隕石接近。食い止められ第二の月となる。

３－３．宇宙開拓　　第二の月の占有を宣言した能力者集団アルバトーレ。

３－４．地球騒乱　　宇宙政策を巡り各国の思惑が乱れ、争いが始まる。

３－５．宇宙独立　　コロニスツ独立宣言。地上の「強制停戦監視」開始。

http://85358.diarynote.jp/201505222318236618/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505222318236618/
http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
https://www.youtube.com/watch?v=SKaZcHT3brM
https://www.youtube.com/watch?v=5H2c0qVyOVc
https://www.youtube.com/watch?v=_5HIkdKogqI


３－６．宇宙避難　　宇宙自費移民者の大量発生。「貧民総救済」計画始動。

３－７．惑星移民　　月遺跡の発掘開始。火星金星木星圏への移民計画始動。

３－８．地球汚染　　地表の汚染と海没の深刻化。貧民救済による居住地不足。

３－９．最終戦争　　外宇宙移民計画の強制起動。世論分裂。実力行使。

３－10．人狼伝説　　地球から「逃げ遅れた」人々の最期の日々の物語。

https://www.youtube.com/watch?v=J2Ya8mWfulU
清水 翔太　『HOME』

４．地球統一　　　　死滅した地球に人類と生態系が再生する。

４－１．人類逃散　　ゲフィオンの脅迫により全人類の大半が地球を離れた。

４－２．人類残存　　逃げ遅れた人、避難を拒否した人が、シェルターに残る。

４－３．人類復興　　地底や衛星から危険を冒し地表に戻り始める人々。

４－４．人類衝突　　限られた資源と生存可能圏を奪い合い、相争う人々。

４－５．人類停滞　　病に侵され短命に尽きていく人命。安定しない政権。

４－６．群雄割拠　　断続的な交流と交戦を繰り返しながら生き延びる人類。

４－７．諸国時代　　人々が囁く夢「地球統一」政府の成立。

４－８．女神再臨　　泣き虫リースマリアルが、人類の悲願を前進させる。

４－９．地球統一　　地球統一政府承認をめぐる選挙と暗闘、民族紛争。

４－10．巫女降嫁　　東の巫女王サエム・ラン、西の平民に降嫁する。

https://www.youtube.com/watch?v=egDDSTb5TS4
Within Temptation - [Full Album] (Mother Earth) + 5 Bonus Tracks HD Sound

７．星雲政史　　リステラス星雲圏における人類統一政体の興亡。

７－１．星人来訪　　サエム・ランの難産を異星人が救命。地球政府成立。

７－２．気波異能　　リスタルラーナ・地球・ジーストの文化的衝突と停滞。

７－３．三国統一　　《リス・テラ・ズ》統一。

７－４．汎界協商　　星雲統一政体と認定され、《汎界協商》への加盟承認。

７－５．管理抗争　　自発出産の激減による人口管理社会の固定化。

７－６．二圏分裂　　遺伝子階級社会と実力個人主義社会の分裂対立。

https://www.youtube.com/watch?v=J2Ya8mWfulU
https://www.youtube.com/watch?v=egDDSTb5TS4


７－７．外界流出　　抗争と停滞を嫌う自由人が外宇宙へ逃げ出す。

７－８．銀河寸断　　減り続ける中央人口。途絶える流通と社会資本。

７－９．地球消滅　　恒星系管理ミスによる地球消滅。星雲政府の実質解体。

７－10．星海女王 　　公的交通の絶えた宇宙を自由業者が支配する。

 
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5月22日23:22
「リーシェンソルト」＝エル。（＾＾；）

「マリアン・ド・リーム」＝エイリス。

んで。

「泣き虫」は、「アイリス」だったのか…！

…！（＾◇＾；）！…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日23:46

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 4 時間 4 時間前 
動機はどうあれシャーロックは社会の役に立っている。君は原稿ができなければ何の役にも立た

ないぞ。原稿を作りたまえ。
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【創作神話】関連＋参照魚　2015年5月22日

【創作神話】関連＋参照魚な、めもめも...。（＾＾；）
2015年5月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 
これのコメント欄がすごいことになっちゃったので、

http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
ちょっと転記して見つけやすくしておく。

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日21:44

Ａリスと

Ｉリスを

統合させて、

余った切れっ端が、

切木リス。

ってかいッ(-"-;)

とりあえずサキが

「子どもを産まなくちゃ」の、

強迫観念の理由は、

「エイリスとアイリスの統合体の器」が要るから。…ね…
…(^_^;)…
そりゃ確かにトンデモナイ大容量になるから、そんじょそこらの種じゃだめだろう

けど…
ヽ（・＿・；）ノ

…なぜ、小学生の頃からずっと謎だった部分が、コロコロ勝手に辻褄合わさっちゃう
かな…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日22:04
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…記憶を辿ると、ソレル女史（＝エイリス）の従兄は、ちゃっかりジョゼだったりす
るし…
┐(’〜`；)┌
…リスタルラーナ総裁とは、ずいぶん出世したなぁニョゼ！ｗ
♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日1:07

そんで私はヒラニアガルパだったのか？(‾○‾;)
統合後の名前は、

イリスなのか

リリスなのか？(‾○‾;)
そんで雪ダルマ式に転生太り？して、

そのままワァガマンマに成り上がる。(・_・;)
…というオチが見えました…
。。。(〃_ _)σ‖

※「ヒラニア・ガルパ」

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411920289

初めに水ありき。

天地開闢の時、原初の水は苦行をし、その熱によりてヒラニア・ガルバ（黄金の胎児

）生まれたり。

水に孕まれたるヒラニア・ガルバは、一年ののち創造神ブリハス・パティとなれり。

更なる一年の過ぎたる時、ブリハス・パティは自ら語らんとして「ブール」と言い、

そは直ちに大地となれり。

ブリハス・パティは自ら語らんとして「ブヴァハ」と言い、そは空界となれり。

ブリハス・パティは自ら語らんとして「スヴァル」と言い、そは天界となれり。

このようにして、ブリハス・パティは、季節と子孫の神々を、そして、邪なる者ども

を創造せり。

原人プルシャは千の頭、千の眼、千の足を持ち、広く大地を被いたり。

神々は、プルシャを生け贄として祭祀を執り行い、そによりて家畜の生まれたり。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411920289


更に意（心）から月が、目から太陽が、口から雷神インドラと火神アグニが、気息か

ら風が、臍からは空界が、頭からは天界が、

両足からは大地が、そして耳から方位の生まれたり。

神々はまた、原人プルシャの体を分かちたり。

その口はバラモン（祭官）に、両腕はクシャトリア（王族）に、両腿はヴァイシャ（

庶民）に、両足はシュードラ（隷民）となれり。

◆インドで最古の創世神話は、バラモン教の一大叙事詩『リグ・ヴェーダ』に収めら

れているヒラニア・ガルバの讃歌です。

一字一句を記憶しているわけではないので、上述の詩は再現というには程遠いもので

すが、概要についてはネット上のサイトで確認済みです。

【創世神話の流れ】

原初の水 → 苦行（熱の発生） → 黄金の胎児の誕生 → 創造神の誕生 →地界と空界と天
界の誕生 → 
神々（デーヴァ）の誕生、邪なる者（アスラ）の誕生 →
神々による祭祀（原人の犠牲） → 家畜、月、太陽、雷、火、風、空、天、大地、方位
の誕生

神々による祭祀（原人の犠牲） → バラモン、クシャトリア、ヴァイシャ、シュードラ
の誕生

【お勧めの本】

『リグ・ヴェーダ讃歌／辻直四郎 訳』 岩波書店

※「インド神話」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E7%A5%9E%E8%A9%B1

ヴェーダ神話の初期においては、神々はデーヴァ神族とアスラ神族とに分類されて

いる。デーヴァは現世利益を司る神々とされ、人々から祭祀を受け、それと引き換え

に恩恵をもたらす存在とされた。代表的なデーヴァは雷神インドラであり、実に『

リグ・ヴェーダ』全讃歌の4分の1が彼を讃えるものである。

一方アスラは倫理と宇宙の法を司る神々で、恐るべき神通力と幻術を用いて人々に賞

罰を下す者として畏怖された。代表的な神はヴァルナである。アスラは『リグ・ヴェ

ーダ』初期においては必ずしも悪い意味で用いられなかったが、デーヴァ信仰が盛ん

になるにつれて信仰が衰えていった。さらに、ヴァルナをはじめ有力なアスラ神がデ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E7%A5%9E%E8%A9%B1


ーヴァとされるようになり、遂に『リグ・ヴェーダ』の中でも末期に成立した部分で

は神々に敵対する悪魔を指すようになった。

一方イラン神話においては、アスラに対応するアフラがゾロアスター教の最高神ア

フラ・マズダーとなり、デーヴァにあたるダエーワが悪魔の地位に落とされている。

『リグ・ヴェーダ』にはまた、若干の創造神話が見られる。創造神ブリハスパテ

ィ（Brahmanaspati）やヴィシュヴァカルマンによる万物創造を説く讃歌の他、創造神
がヒラニヤ・ガルバ（黄金の胎児）として原初の水の中にはらまれて出現したとす

る説、神々が原人プルシャを犠牲として祭祀を行い世界を形成したという巨人解体神

話などが説かれている。

※「イリス」（アイリス）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9

イリス

虹 Ίρις, Iris
イーリス Ίρις, Iris - ギリシャ神話の虹の女神。
生物 アヤメ属（イリス属） Iris - 植物・花。
イリス属 Iris - カマキリ。

地名 エーリス Elis - 古代ギリシャの都市・地域。
イリア県 Elia, Elis - ギリシャの県。
イリス川 Iris River - トルコの川（トルコ語名 Yeşilırmak）。
イリス (ルーマニア) Iris - ルーマニアクルージュ＝ナポカの地域。
ヒリス Hilis, Ilis - ナゴルノ・カラバフの村。

人物。フランス語・ドイツ語・スペイン語などの女性名 Iris ほか。 イリス・ウォン - 香
港の女優・モデル (1975–)
松尾香世子（イリス） - 日本の声楽科・ソプラノ歌手。

イリス (小惑星) Iris - 第7小惑星。
イリスバス Irisbus - フランスのバスメーカー。
Iris - ヨーロッパの国際列車。
あやめ色 Iris

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9


…しまった、ごめん！（＠＠；）！

ニョゼの初恋の？「すみれ色」って…

結局、「私」…？？（＾□＾；）？？…

IRIS (アイリス、イーリス)
大学間地震学研究所連合 (Incorporated Research Institutions for Seismology) - アメリカ
の学術NPO。
免疫再構築症候群 (immune reconstitution inflammatory syndrome)
IRIS炉 (International Reactor Innovative and Secure) - ウェスティングハウス社を中心
とした国際コンソーシアムが開発した原子炉。

IRISエンジン (Internally Radiating Impulse Structure engine) - 内燃機関の一種。
IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail / Thrust Vector-Controlled) - ドイツが主体となっ
て開発した空対空ミサイル。

国際関係戦略研究所 (Institut de relations internationales et stratégiques) - フランスの研
究所。

IRIS衛星 (Interface Region Imaging Spectrograph) - NASAの太陽観測衛星。

う〜む…。（－－；）…

※「リリス」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%82%B9

リリス（Lilith）はユダヤの伝承において男児を害すると信じられていた女性の悪霊で
ある。リリトとも表記される。通俗語源説では「夜」を意味するヘブライ語のラ

イラー (Lailah) と結びつけられるが、古代バビロニアのリリトゥ（後述）が語源とも言
われる[1]。

…むしろエルじゃねーか…ｗ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%82%B9


アダムの最初の妻とされ、アダムとリリスの交わりから悪霊たちが生まれたと言われ

る[4]。そのリリスの子どもたちはヘブライ語でリリンとも呼ばれる[5]。アダムと別れ
てからもリリスは無数の悪霊たち（シェディム（英語版））を生み出したとされ、13
世紀のカバラ文献では悪霊の君主であるサマエルの伴侶とされた（後述）。サタンの

妻になったという俗説もある[6]。

現代ではリリスは女性解放運動の象徴の一つとなっている。

この説を採用するなら、狼さんがアダム？で、

白熊さんは悪霊の君主ということに…ｗｗｗｗ

＞記憶を辿ると、ソレル女史（＝エイリス）の従兄は、ちゃっかりジョゼだった

http://76519.diarynote.jp/200702140125260000/
http://76519.diarynote.jp/200701120025240000/
http://76519.diarynote.jp/200701170050410000/

…ふ、古すぎて笑い死んだ…ッｗｗｗｗ
http://76519.diarynote.jp/200612220027470000/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日0:14
※「ヒリス Hilis, Ilis - ナゴルノ・カラバフの村。」

これ、ちょうど「麦の谷」の位置じゃないか…？

ｗ（＾へ＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://76519.diarynote.jp/200702140125260000/
http://76519.diarynote.jp/200701120025240000/
http://76519.diarynote.jp/200701170050410000/
http://76519.diarynote.jp/200612220027470000/
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505230008545940
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2015年5月23日0:28
えーと。（＾＾；）

時間切れ。明日はバイト。

【アイリス＆エイリス】な赤ちゃんは灰銀狼神さんが大喜びして、

「もう絶対誰にも渡さない！」と断固独占体制に入りました…ｗ

で、トーストな話の続きは明日書きます…覚えてたら。ｗ

あと夢がね。さっきのね。

「護衛の皆さんに裏切られて一人で敵に売り飛ばされちゃった！」

以下次号…

だったので…（＾＾；）…

寝ます。「続き」を視てきます…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日0:30
語源[編集]

ヘブライ語のリーリース ( תיליל ) とアッカド語のリーリートゥ (līlītu) は先セム語の語根 "LYL"（夜）
からきた女性形ニスバ en:nisba 形容詞であり、字義的には「夜の」つまり「夜の女性的存在」に
なる、と一般的に言われている。

しかし何人かの学者は語根LYLをもとにした語源論を否定し、リーリートゥの起源は嵐の妖怪で
ある、と考えた（下記参照）。この説は彼らによって引用されている楔形文字文書によっても裏

付けられている。「夜」との関連は、おそらく初期の民間語源説によるものだろう。

対応するアッカド語の男性名詞リールー (līlû) にはニスバ接辞が存在せず、むしろシュメール語の
キスキル・リラ (kiskil-lilla) と比較されている。

アッカド神話[編集]

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


キスキル・リラ[編集]

リリスは、シュメール語の『ギルガメシュ叙事詩』序に見える女性の妖怪 キ-シキル-リル-ラ-ケ ki-
sikil-lil-la-ke4 と同一視されてきた。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日0:35
あれ？||||（＾＾；）||||

この風は、神々の王エンリルの妻であるニンリル（「風の女」。nin 「女性」と lil「風」より）と
関連づけられている。ある神話の断片によれば、エンリルがニンリルを強姦し、その罰として彼

はエレシュキガルの領地である冥界へと追放された。ニンリルは強姦のトラウマに苦しめられ、

世界を放浪したのち、エンリルを追って冥界へ降り、男性への復讐を誓った。[7]
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（承前）2015年5月23日

（承前）

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作）
 
あれ？（＾＾；）

※「エル」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB

エル・イルーヴァタール - J・R・R・トールキンの作品『シルマリルの物語』や遺稿
集『中つ国の歴史』に登場する唯一神

イルーヴァタール。って、限りなく、

アルーヴァタウーレ。に、似てない…？

！（＠＠；）！|

※「エル」＝「神」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB_(%E7%A5%9E)

…わたし絶対、イスラム圏には移住できないな…☆

旧約聖書にもエール・エルヨーン（いと高き者）、エール・オーラーム（永遠の神）

などの名が現れるが、実際にはほとんどヤハウェの異名として用いられている。

あっ！ユダヤ教とキリスト教圏もだめじゃん…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM&list=RDyLnw-TVim5Q&index=5
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白昼夢とナイトメア。（昨日の話）。　2015年5月23日

白昼夢とナイトメア。（昨日の話）。

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
おはようございます。

０８：０８の字幕を観ました。

今日は運が良いかもしれません。

「気分で検索ルーレット」で当てた曲がこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=l0qWjHP1GQc
Against The Current – “Dreaming Alone (feat. Taka)” [日本語字幕付きver.] 

おぉ！（＠＠；）！ドンピシャリ…♪

さて。（＾＾；）

気分が良いところで昨日書き忘れた話を簡単に…。

☆リステラス統一政体期の終盤近く。当時最高級の科学技術力の限りを尽くして、頭蓋が半分千

切れちゃったエイリスの脳と命を再生しようとしたエル、結局失敗。

失われたエイリスの代わりに再生体に宿ってしまった新しい人格にはアイリスという名前がつ

いて、そのまま「同じだったはずなのに２つに別れた魂」はそれぞれ転生を繰り返したわけで

すが…

https://www.youtube.com/watch?v=bGl-qK6EiqM
Dream / 「こんなにも」 （Lyric Video） 

☆その後、自分も転生を繰り返して、前世記憶をそのまま保持できる霊的レベル（そろそろ神！

）にまで深化したエルさん。（＾＾；）

今度は霊的パワーを大全開にして、

「エイリスとアイリスの魂をつなぎなおす」にチャレンジ…

https://www.youtube.com/watch?v=q7qgfA6u_Ok
Dream / 希望の光 〜奇跡を信じて〜 

http://85358.diarynote.jp/201505230841565483/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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（昆明？の地中神殿？で嬉しそうに自信満々に眠ってたのは、それ作業中だったらしいです…。
）

新しい大きな魂の器として「サキ・ラン＝アークタスの娘」まで手配されてるんで、これは転生

数十回がかり？の、相当大がかりなプロジェクト？だったわけで…

…まったく、ｗ（－－；）ｗ　エルってば…★

で。成功した（らしい）わけですが…

「分かれてしまった以上は、それぞれ別の人格（霊格）として扱え」というのが基本スタンスだ

ったエイリス（私）は、とうぜん

「あとで文句言ってやる！」（－－＃）と思っていたわけですが…

（＾＾；）

ふだんは「理詰め説得」派で、エイリスの超理論に負かされては泣きを見ている（＾＾；）エル

なので、これは絶対、ニョゼさんの入れ知恵だろうと思うのですが…（あの二人は仲が良いのか
悪いのか判らない！）

「美味しく焼けた塩味強めのバタートーストに、

　美味しい自家製イチゴジャムをいっぱい塗ったら、

　もっと幸せな一品になるじゃないですか！」という、

超絶、「理性よりも感性に訴える」説得イメージを提示してきやがりまして…

…ｗ（＾◇＾＃）ｗ…

ずるいだろうそれは！（＾□＾；）！

確かに「それぞれの人格のどっちも否定されてない」し、…幸せ威力倍増…？
（＾＾；）

んで。（＾＾；）

子育て灰銀狼神サマは大喜びなので…



（エル曰く

「奪りませんよッ！おやつをつくってあげるくらいいいでしょう！あなたの分もありますよッ！

」

…で…「餌付け」作戦中…ｗｗｗ）

まぁ、みんな幸せで「美味しい想い」をしているなら、それでいいです。

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

エルがクロテッドクリームになってトーストのお皿に参加したいと言ってますけど、

どっちかってと私はカッテージチーズのほうが好きだなぁ…

白熊さん飾りのミントの葉っぱねｗ

狼さんアールグレイのブラックってことで…ｗｗｗ

（ってことで、私は無事、「死んだ後／生まれる前に還る場所」の、居心地の良さを再確保でき

たんでした…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=y43R9iA1n3Q
劇場版ガンダムⅢ　エンディング

（時間切れ。悪夢？のほうはまたあとで！）
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2015年5月23日15:06
ニョゼ曰く。

「超絶八方美人で究極ソトヅラ神様なエルが全力でイジメるのは全宇宙で白熊と狼と虎さん
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だけ！」だそうなので…
(^。^;)

言われてみればそうかｗ

いや、本虎さんが「いじめられて嬉しい」んなら、別に文句は言わないｗ

┐(’〜`；)┌
 
 
 
 



話や絵がまとまらない？　2015年5月23日

話や絵がまとまらない？　それらをまとめて形にするのが君の役目ではないのかね。愚痴を言う

時間があるならば、手を動かしたまえ、

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 
へい。（－－；）

https://twitter.com/mycroft_genko

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A&list=RDyLnw-TVim5Q&index=6
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版

＞何のために生きているのかは判る。

これ。かな…（＾＾；）…

５．暗闘連星　　　　傷ついた航時空船団が二連星に不時着する。

５－１．双生神話　　双子星に別れた人々は連絡手段も失いそれぞれ生きる。

５－２．入植者達　　ジーストとアンガヴァス、それぞれの開拓時代。

５－３．星間紛争　　電波による交信。原始的な星船での行き来が始まる。

５－４．殲滅戦道　　あい争う双子星。婚姻と争闘。

５－５．厳冬種実　　一つの星が核で滅ぶ。喉に赤い痣の子どもが生き残る。

５－６．人畜鬼神　　精神の力で物を動かし宙を跳ぶ人々、鬼と呼ばれる。

５－７．人類逆襲　　虐げられた力なき人々が、科学の力で鬼と闘う。

５－８．帝国圧政　　鬼を捕え使役する技術力を持つ人々、権力を握る。

５－９．破壊者達　　奴隷として使役された鬼たち、星間帝国に抗う。

５－10．外界接触　　星船時代の生き別れと目される人々との再会。

６．美麗天地　　　　美しい星が過失により失われ、宇宙に拡がる。

６－１．先史時代　　失われた超文明。今は誰のすがたもない都市群。

６－２．星船座礁　　傷ついた航時空船が居住可能惑星に墜落する。

６－３．碧葉王国　　先住生物ユヴァの猿族、墜ちた人々に食草を教える。

６－４．多島海史　　増え拡がる人々との争いを避け、ユヴァは遠地に消える。

６－５．自由戦乱　　境海を橋で埋め、領土の奪い合いが始まる。

６－６．帝国統一　　ゆるやかに帝国が覇権を拡げ、静かに統一が進む。

http://85358.diarynote.jp/201505232241596251/
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http://85358.diarynote.jp/201505232241596251/
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６－７．単性両性　　帝国はユヴァとの混血子孫である人々を厚遇保存した。

６－８．星船発掘　　失われた星船が発掘された。人類は文化復興を歓んだ。

６－９．崩壊発展　　押してはならないボタンが押され、地表は荒野となった。

６－10．星間連盟　　星船が星々を改造し、無数の居住可能惑星が広がる。

https://www.youtube.com/watch?v=yucmWVBlpVc
野生のｴﾙｻﾞ :ｼﾞｮﾝ·ﾊﾞﾘｰ / BORN FREE :John Barry 

なんかまた怪しい突風が吹き乱れているよ…
（－－；）

どんどん空気が悪くなる…水は、さらに酷い。

あははははｗ

「再生された私」か、これは…？

https://www.youtube.com/watch?v=OjTwxl_WkN8
アフリカの野生動物に育てられた女の子の眼差しと笑顔にグッと来る 

https://www.youtube.com/watch?v=w8iqDn02XCg
Tippi, la fillette qui joue avec les léopards 

野生といいつつテレビはあるんだｗ

うわ理想〜♪ｗｗｗｗｗ

…でも「人間の同い年のトモダチ」が居ないねぇ…（〜〜；）…

居た居た、友達！（＾＾）！

なんてすてきな褐色♪

…なるほど、エジプト文明の初期の髪型って、こんなんか…☆
 

https://www.youtube.com/watch?v=yucmWVBlpVc
https://www.youtube.com/watch?v=OjTwxl_WkN8
https://www.youtube.com/watch?v=w8iqDn02XCg
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「ユヴァの猿族」は、

まさにこんなスローライフを（自ら選んで）「持続可能」にしている、

「滅びた先史文明からの脱出者」たち。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日23:06

火山たん @volcano_tan 
· 13時間 13時間前 
【火山紹介】中南米のフランス領にあるプレー山って火山は、かつて大きな被害をもたらす噴火

を起こしているんだ。1902年の噴火で爆発と共に噴出した火砕流が麓のサン・ピエールの町を
襲い、幸運な3人を除いて街の住民約3万人が亡くなったんだ。ここから火砕流の科学的な研究は
始まるんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日23:50

Lightworker @Lightworker19 
· 40 分 40 分前 
複数のタイムラインが同時に存在します。これは量子力学や宇宙論的などのアイデアと一致して

います。過去は既に過ぎ去ってしまったと思うでしょうが、同時に過去も存在しています。１つ

のタイムラインだけを扱って未来を予知することは全く不可能です。http
://bit.ly/1bDkia5

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日23:51

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505232241596251
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Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
あなたの霊的探求の道は、あなたが自分自身の力を思い出し、それを取り戻すところから始まる

のである。自分自身の力を取り戻さないかぎり、あなたは人生における被害者であり続け、うま

く機能することはできない。また自分自身の力を取り戻さないかぎり、あなたは愛することさえ

できない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日23:52
へい。（＾＾；）

「わたし」の本質は、

「最高にうまく焼けた、バターたっぷりの、カリカリトースト」らしいです…ｗｗｗｗ
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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９．未然歴史。　2015年5月23日

９．未然歴史。

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 

１−１．光あれ。

初めにエルありき。

思考して孤独を感じ、

対話の相手を生み出しき。

小さきエル、

エルイスと名付く。

 
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23日10:35
他の者はこれを

リ・イス・ラ・エルと尊称す。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日14:50
エル本人？が「違う〜ッ☆」と叫んでいるので、創作というか、仮説です。(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日14:57
でも私の認識だと、そもそも

「昔はエルと一つだった」んだよ。おばえてないけど。

http://85358.diarynote.jp/201505231020347974/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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(^。^;)
これは戻さなくていいのか？

(・ω・;)(;・ω・)

エイリスと、

アイリスは、

ウイルス的な

不自然な半分個

（自己複製できない）って…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日17:48
…目〜が〜回〜る〜…
ヽ(ΘoΘ;)ノ

低酸素の高血圧かな…？
(∋_∈)
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闇歴史が増殖中。(‾○‾;)　2015年5月24日

闇歴史が増殖中。(‾○‾;)
2015年5月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 
嘘でしょ？

灰色姫も私？(‾○‾;)
憎魔も私…？

(・ω・;)(;・ω・)

（すでに先史文明前期に突入）

…ヽ（・＿・；）ノ…
 
 
 
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24日20:34
「死ぬほど」眠い。(ToT)
強制召還がかかってる。

とにかくビバークポイントまで戻りますッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日20:56
やはりバイト部屋と都心と

ＪＲの線路から離れて

河原を突っ走ると、

一気に色々なパワーが回復する…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201505242014537173/
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2015年5月24日21:35
駄目だ無理ギブアップ。

この睡魔は普通じゃない。

(ToT)
情報チェックとか絶対無理。

(∋_∈)
寝ます！ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日23:43
酸欠と呼吸困難で目が覚めました。

死ぬかと思う苦しさの悪夢でした。

実在の母と弟が出てきて、場所は知らない場所の「自分たちの家」でした。

なんなのコレ。(∋_∈)
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「存在」ゆえの「自由」…。　2015年5月25日

「存在」ゆえの「自由」…。
2015年5月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
すいません。（＾＾；）

とりあえず聴かないと、落ち着かないんですよ…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=Hr640LRzKDY&index=19&list=RDyLnw-TVim5Q
進撃の巨人《自由の翼》歌詞付き 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

∞．始原終末
∞．－１．最高学府
∞．－２．統合学都
∞．－３．独立自足
∞．－４．学究研鑽
∞．－５．生存競争
∞．－６．鑑賞観察
∞．－７．技芸娯楽
∞．－８．交流混乱
∞．－９．調停会議
∞．－10．超界航法

９．時空還流

９－１．先史時代

９－２．

９－３．

９－４．

９－５．

９－６．後史時代

９－７．

９－８．

９－９．

９－10．

http://85358.diarynote.jp/201505250739089898/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505250739089898/
https://www.youtube.com/watch?v=Hr640LRzKDY&index=19&list=RDyLnw-TVim5Q


Ｘ．転生史略

Ｘ－１．黒百合譚

Ｘ－２．清峰鋭伝

Ｘ－３．光玉少女

Ｘ－４．黄金虎神

Ｘ－５．雪色狼人

Ｘ－６．灰色少年

Ｘ－７．銀月女神

Ｘ－８．転生列伝

Ｘ－９．霊界人海

Ｘ－10．諸神諸仙

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月25日21:55
無限大痴話喧嘩の原因判明。

(-"-;)
断じて私は浮気わしてない。

(^_^;)
但し。(^。^;)

…「知識欲」と「色欲」を天秤にかけたら、断固「ミネルバ」神の価値観は、「恋愛なんかして
る場合じゃない！」に、なるのであった…
。。。(〃_ _)σ‖

んで、「棄てられた」狼さん

逆ギレ。…(ΘoΘ;)…
 

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505250739089898
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（ネタめも）。転生　黒　歴史…（－－；）…★　2015年5月27日

（ネタめも）。転生　黒　歴史…（－－；）…★
2015年5月27日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=_1DPvhRBCAY
【東方原曲】風神録「運命のダークサイド」【高音質】.mp4 

おっともう時間が無い。（＾＾；）

夜に書きます〜

https://www.youtube.com/watch?v=HwCDwSu6M0E
運命のルーレット廻して 

https://www.youtube.com/watch?v=vajUsmisNFQ
藤田麻衣子-運命の人
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201505270822327274/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=_1DPvhRBCAY
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転生 黒 歴史を、昭和のマンガ風に解説してみる…（＾＾；）…2015年5月27日

転生 黒 歴史を、昭和のマンガ風に解説してみる…（＾＾；）…
2015年5月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 

https://www.youtube.com/watch?v=z2AS5pJjuyg
ロミオとジュリエット（1968年）　テーマ曲　Romeo and Juliet 

さてはて。ｗ（＾へ＾；）ｗ

うっかり私がイキナリ全部をリアルに「思い出し」たりして、（例によって）超絶ＰＴＳＤを起

こして激発暴走するのをよほど恐れているのか、誰も事件の全貌を解説してくれないのですが…

というか。

そういえばあのとき私（？）は確かに「人払い」したし、向こうも一人で入ってきた。

…その「画像？」は頭の片隅にあって、ずっと、
「じゃ、【これを観てる人】は、誰…？」と、謎には思っていたのだが。
（－－；）

まだ具体的にはナニがどーなってあなたをそこまで怒らせたのか、私がさらに激発したのか、

全然、思い出せていないのですが…

…まぁ（〜〜；）思い出したくないし…？

まったくハナシが判らないなりに面白半分で読んでる人たちのために、

事態をちょっくら、解説してみましょう…☆

http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150527/85358_201505272350219645_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=p7eH9qnH8TM
Romeo and Juliet - I’m Kissing you 

超名門私立女子学園の文武両道で才色兼備な生徒会長がいたと思いねぇ。

　（＾＾；）

系列私立の、スポーツの名門だが進学率と素行の点ではかなり残念な近隣男子校の生徒会長と、

お互い言葉にも態度にも出す機会はなかったけれども、憎からず想い合っている（たぶん）状

況だったと思いねぇ。

で、名門私立の文化祭に、素行不良学園の男子生徒らが、オレらのボスの恋愛を応援？するため

の情報収集！みたいな、変なノリで大挙して、招待状もないのにムリヤリ侵入してきて、出し物

を冷やかしたり女生徒にちょっかい出したり…、し始めたと思いねぇ…。

https://www.youtube.com/watch?v=twbuT1V5mFE
West Side Story - Jet Song - Official Dance Scene - 50th Anniversary (HD) 

当然、女生徒会長は、激昂して取り締まりに現れる。

男子会長はむしろ先行したバカどもを抑えに来たつもりだったのだが、率先して迷惑行為をケシ

カケテルと思いこまれて罵り倒され、つい逆上する。

生徒も教師もＰＴＡも観ている公衆の面前で、制服ひっちゃぶかれてあわや強姦されかける…く
らいの激しい無礼があった。と思いねぇ…。

https://www.youtube.com/watch?v=wugWGhItaQA
West Side Story - Cool (1961) HD

実は武道の有段者でもあった女生徒会長、男子会長をブッ飛ばしてしまい…

文化祭の屋台に激突してプロパンに引火して、危うく校舎炎上、人死にが出かねないクラスの騒

動に発展し…

と、思いねぇ…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=u5SPgsdeOvw

https://www.youtube.com/watch?v=p7eH9qnH8TM
https://www.youtube.com/watch?v=twbuT1V5mFE
https://www.youtube.com/watch?v=wugWGhItaQA
https://www.youtube.com/watch?v=u5SPgsdeOvw


ロミオとジュリエット／サントラ盤 

んで。

消防車と警察呼ばれて事情聴取になって。

そこで加害生徒一同が一方的に悪役ということで、もちろんスポーツ高だから全校部活が試合出

場停止とかの大騒ぎになるわけで…

しかも、女生徒会長、ほんとうは、男子会長を嫌っているわけではないもので…

…（－－；）…

いろいろ事情通の両高理事長とかが、とりあえず「関係者一同、校庭３０周！」とかの一見バカ

げた体罰系の号令をかけて時間稼ぎをしているうちに、

なんとか、善後策を考えようよ。

みたいな歴史でございまして…？

https://www.youtube.com/watch?v=W8BpcO4K9ao
10 beautiful soundtracks from 10 beautiful movies 

そのまま、「イマココ」に至る…？

？？？？？ｗ（＾へ＾；）ｗ？？？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=i928dOYLfMQ
Romeo and Juliet （What Is A Youth） ロミオとジュリエット 【720P】
 
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28日0:13

https://www.youtube.com/watch?v=W8BpcO4K9ao
https://www.youtube.com/watch?v=i928dOYLfMQ
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505272350219645
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別件同系列ネタめも。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
15000年前に、月が地球に接近してきて、大量の水を地球に明け渡して衛星となった 
https://www.youtube.com/watch?v=72Oz8ubF6bM … 
←　木内鶴彦の臨死体験は、ノアの大洪水とアトランティスの沈降を時代的にも完全に説明でき

る

月の水によって海洋の水位が数百㍍も上昇した可能性

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日0:14

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
15000年前に、月が地球に接近してきて、大量の水を地球に明け渡して衛星となった
宇宙の始まりはビッグバンでなかった　それは空間の歪み

歪みは何によってもたらされた？　意識である

https://www.youtube.com/watch?v=72Oz8ubF6bM …
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http://85358.diarynote.jp/


転生…面白…史ｗ（＾□＾；）ｗ　2015年5月27日

転生…面白…史ｗ（＾□＾；）ｗ
2015年5月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 

おはようございます。０７：４８です。

札幌は平穏。気温は高めですが、気持ちの良い冷たい北風が吹いて現在のところ線量は低め。小

鳥が鳴いています…。

さて。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=8H9aAjx4Cuo
Tiger and Bunny AMV (OP 2 FULL) 

昨日のコレの続きに生きますがｗ

http://85358.diarynote.jp/201505261619332127/

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

http://85358.diarynote.jp/201505270817321335/
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３．最終戦争　　　　地球人類が自らの愚かさで母星の生態系を滅ぼす。

３－１．黄昏童話　　世界大戦が終わり数十年。次の嵐が近づいていた。

３－２．天災人災　　地球に巨大隕石接近。食い止められ第二の月となる。

３－３．宇宙開拓　　第二の月の占有を宣言した能力者集団アルバトーレ。

３－４．地球騒乱　　宇宙政策を巡り各国の思惑が乱れ、争いが始まる。

３－５．宇宙独立　　コロニスツ独立宣言。地上の「強制停戦監視」開始。

３－６．宇宙避難　　宇宙自費移民者の大量発生。「貧民総救済」計画始動。

３－７．惑星移民　　月遺跡の発掘開始。火星金星木星圏への移民計画始動。

３－８．地球汚染　　地表の汚染と海没の深刻化。貧民救済による居住地不足。

３－９．最終戦争　　外宇宙移民計画の強制起動。世論分裂。実力行使。

３－10．人狼伝説　　地球から「逃げ遅れた」人々の最期の日々の物語。

…の、
＞３－６．宇宙避難　　宇宙自費移民者の大量発生。「貧民総救済」計画始動。

部分ね…。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=66lRGY2OJoc
Tiger & Bunny Opening 2 

ずっと「歴史上の重要ポイントなのに、詳細が全然視えない！」と…
（＾＾；）

何度もサイコダイブしてインタビューに行っても、視えない、つかまらない…
？（－－；）？

と、思っていたんですが…（＾＾；）

なるほど！自分の電話で自分に電話をかけても、ずっと「話し中」にしか、ならないわけで…

ｗ（＾◆＾；）ｗ

じつわ「トキ・マサト」は「自分」である!?
…という仮説に基づいて、「喪われた記憶倉庫」を発掘してみたらば…

…あら、ｗ（＾＾；）ｗ…あった…☆

てことで、ようやくスペースコロニー内部の詳細インテリア設計（自分デザイン！）とか視えて

https://www.youtube.com/watch?v=66lRGY2OJoc


、愉しいわけですが…

https://www.youtube.com/watch?v=a57u3fNmEwE
TIGER & BUNNY - The Beginning - Opening 

検索おまけで「偶然」Ｔ＆Ｇの画像を見つけた時に、

夢？通信では「自分のことは虎と呼んで下さいッ！」と叫んでいた

http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/

「如是我聞（ニョゼ・ガモン）」（芸？名）氏に、

パッと見がそっくりなので、笑ってしまいましたが…

ｗ（＾◇＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=Dj8pF7JR7rc
「劇場版 TIGER ＆ BUNNY ‐The Rising‐」PV1 

ネトオフで動画と漫画を入手してみたらば、キャラはむしろ、逆ですね、この二人…ｗ

外面完璧ＴＶ対応なのがニョゼで、

不器用で社交ヘタで一芸に徹するのみの頑固者が私（トキ・マサト）です…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4
Berryz工房「友達は友達なんだ！」 (MV) 

☆　おまけメモ　☆

Ｘ．転生史略　　　　時空還流事故責任当事者と関係者の転生罰ゲーム報告等。

Ｘ－１．黒百合譚　　灰色姫の侍女〜増魔の討伐者〜大地皇女の庇護者。

Ｘ－２．清峰鋭伝　　地球水母の娘の息子。記録史上最長生。のち転生。

Ｘ－３．碧緑樹神　　大地主神。

Ｘ－４．黄金虎神　　大地水神。

Ｘ－５．灰銀狼神　　闘界神。

Ｘ－６．白光珠神　　智究慧神。

Ｘ－７．普遍在神

Ｘ－８．転生列伝

https://www.youtube.com/watch?v=a57u3fNmEwE
http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/
https://www.youtube.com/watch?v=Dj8pF7JR7rc
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☆ 〜 ヨセフ・マッカーレン 〜 如是 我聞 〜 ジョゼ 〜 JOSSE 〜 

☆ 〜 ミーニエ・マリセ 〜 ヘレナ・ストゥール 〜

Ｘ－９．霊界人海

Ｘ－10．諸神諸仙

あれ？（＾＾；）

まさかジョゼ、広兄さんとかセイ・ハヤミとかまで…は、やってないよ、ね…？

（このネタ続く！）

 
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27日8:31
とりあえず、セイ・ハヤミと「広兄さん」は同一人物ぽい…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日8:57

War Is Over @kenshimada 
· 49 分 49 分前 
「私たちを世界を変えることもできるし、世界をよりよくすることもできる。変化はあなたの手

の中にある」

ネルソン・マンデラ

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201505270817321335
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日10:22
ジョゼはセイじゃない。

アリバイあるじゃんｗ

クラレン〜アルマ。

ドクマリア〜白ウサギ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日13:31
片頭痛と目眩。(∋_∈)

左上のオヤシラズ（前世記憶）がまだ生える気らしい〜…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日15:48
虎さんと兎さんの

服の色と髪を逆にしたら、

笑っちゃうほどそっくりになる…たぶんｗ(^。^;)ｗ
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「そして伝説が終わり、歴史が始まる。」…（？？）　2015年5月28日

「そして伝説が終わり、歴史が始まる。」…（？？）
2015年5月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (10)
 
おや原曲が悠宙舞にない…★

https://www.youtube.com/watch?v=Z4DKLR09K3A
君の余韻 〜 遠い空の下で 〜／Lia／歌詞付き Relaxing Music 

すばらしい歌声なんですが…

…で、続きますが…、（＾＾；）
http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/

…これはいま「偶然」発掘しました…♪
https://www.youtube.com/watch?v=1WAuwop99V8
「神のみぞ知るセカイII」 OP 『A Whole New World God Only Knows』 歌詞付き 

で。えぇ。（〜〜；）

ネタバラシになっちゃいますが、

「０」と「９」は「同じ話」の、伝聞（客観伝承）と史実（主観）なわけですが…
（－－；）

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地の東の飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代　　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

０－２．転生司神　　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

０－３．新神推挙　　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

０－４．姉神世界　　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

０－５．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

０－６．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

０－７．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

０－８．邪恋乱心　　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

http://85358.diarynote.jp/201505280833573947/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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https://www.youtube.com/watch?v=Z4DKLR09K3A
http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/
https://www.youtube.com/watch?v=1WAuwop99V8


０－９．大地蹂躙　　妹が兄を諌めた。悪鬼の軍勢が大地世界を襲った。

０－10．境界封鎖　　上神レリナルが調停に立ち、四界の壁は閉ざされた。 
　…
９．時空還流　　　　そもそものこの文明の終わり始まりの無限回廊。

９－１．最高学譜　　地球・リスタルラーナ・ジーストの人文科学史。

９－２．統合学府　　３世界の最高教育機関が一堂に会する。

９－３．独立自足　　権力不干渉を掲げ、３世界の境界点に衛星都市を築く。

９－４．学究研鑽　　紅蓮の技術供与による独立疑似亜空間創造計画が始まる。

９－５．生存競争　　生きることに倦んだ不老不死人のための疑似死体験教育。

９－６．鑑賞観察　　ありとあらゆる時空の記録媒体と情報体験が集まる。

９－７．技芸娯楽　　生身の肉体を動かして生きる歓びを体感しよう。

９－８．交流混乱　　疑似亜空間同士の交流学生管理に齟齬が生じる。

９－９．調停会議　　騒乱が暴動に発展し、時空駆動機関の暴走が始まる。

９－10．時空還流　　亜空間情報が高次立体誤プリントされ実異時空に墜ちる。

大地世界の民間伝承のなかで、特にエルシャムリアからの生き残り移住組の子孫である飛仙族の

あいだで、繰り返し語られている、四界崩壊譚…（－－；）…

まぁ当然のことながら、侵略者ボルドムが悪役として描かれる都合上、実際以上に、「被害者

」リーシェンソルトは、美化され悲劇化されているわけで…

私もモノガタリゴコロついて以来、ずっとその伝承歌謡を聴いて育って？きたので、すっかりイ

ンプリンティングされていましたが…

（＾＾；）

実話リーシェンソルトが「私」の前世で、グァヒギルグが「狼さん」だったとするならば…

||||（＠＠；）||||

話、そうとう、違っているはずで…＜（〜〜；）＞…

https://www.youtube.com/watch?v=KZBgRDMyXzw
Oratorio The World God Only Knows - God only knows (Full Version) w/ Lyrics 

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


…そしてあまりにも初歩的すぎる、自分ミスを発見というか、今ごろ自覚…
★…（－－；）…☆

あの頃、「いま忙しいから、またにしてください★」じゃなくて…

「何月何日まではこれこれのプロジェクトで忙しいので、それが明けたら少し時間がとれると思

います」って…

言う。べき。だったんだよなぁ…？

恋愛？対人？スキル、

＜（〜〜；）＞低すぎ…!!

エルと白熊さんだって結構しょっちゅう喧嘩しまくっているように思えるが、

なんだかんだ言って身内以外の迷惑になるようなところまで発展しないのは…

そのへんの基礎的コミュニケーションが、ちゃんと出来てるから。だと思う…

…（〜〜；）…

（「…そこからかい…ッ！＃」という総ツッコミが、いま、聴こえましたよ…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=wLkNnuoxjtI
Oratorio The World God Only Knows - God only knows - Secrets of the Goddess 

 
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28日8:40

https://www.youtube.com/watch?v=wLkNnuoxjtI
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だいたい狼さんが逆ギレするのは、「ほっとかれた！」って思う時なので…
（－－；）…

「ほっとく」私も悪いが…

…う〜ん…

ケンカ、両成敗で…ッ！★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日8:45
違うな。「ほっとかれた」じゃなくて、

「おいて（棄てて）いかれた！」って、

「思いこんじゃった」時。か…　

（いやこれ「トラウマ」作ったのは、私が悪い…★）

　＜（〜〜；）＞

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:20
…しかし別の言い方をすると、

「仕事が面白すぎて家に帰らなくなったダンナ」と、

「仕事とアタシとどっちが大事なのッ!?」と逆切れして、
会社に殴り込みかけて放火して暴れるオクサン…

…ｗ（〜〜；）ｗ…

いや俺も悪かったけど！（＝＝；）

周囲にまで迷惑をかけるのはやめよう…ッ★
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:28

火山たんさんがリツイート 

神道たん @Shinto_tan 
· 26 分 26 分前 
実は、神様にも「神階」という階級が存在します。これは律令制度で文武官に与えられるものと

同じ形で天皇から授けられました。お稲荷さんの「正一位稲荷大明神」の「正一位」などがこれ

に当たります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:29

火山たん @volcano_tan 
· 9時間 9時間前 
確かに…けれど、ここでは地球という言葉を「私たちには制御できないもの」という意味で使い
ました。防災を考える時には、私たちが制御できるのは何処までの範囲かを認識した上で、その

中で何をしようか…と考える事が重要だと思っているからです。@s15taka

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:35

cmk2wlさんがリツイート 

匿名希望 @ufg2011 
· 5月26日 
残念なことながら、大半の男は馬鹿です。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:52

War Is Overさんがリツイート 

石塚 智浩 @T06021988 
· 12時間 12時間前 
今日道端で倒れてる人いて、助けてたのにチンピラみたいな若いヤツが、笑いながら写メ撮って

、じじい死ぬんじゃね？とか言ってて、あまりにもムカつきすぎて、叩いてしまって、警察きて

喧嘩両成敗で終わった。俺も叩くのはやりすぎだけど、どうしても我慢できなかった…けど反省
はしません！！笑

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:54

War Is Overさんがリツイート 

Angama @Angama_Market 
· 8時間 8時間前 
気象庁は箱根の水蒸気噴出を”暴噴”って呼んでるのか。日本語って便利だな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:58
…「星おやぢ」たちのこと…？（＾＾；）？

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
今の人類が誕生する際にかかわった多次元的存在は5種類感じられるということです。シリウス、
オリオン、プレアデス、アークトゥルス、ベガです。言い換えれば、我々という存在を生み出し

た意識の親のような存在たちです。http://bit.ly/13oQirq
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日23:48

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
旅をここ地球でするか、アンドロメダでするか、プレアデスでするか、オリオンでするかは関係

ない。彼らもまた皆同じ旅をしているんです。ただ皆違う段階にいるだけ。それだけの話です。

　http://bit.ly/1yCGxoF
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（２０１５年６月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年６月）
 



おゃ、エイリスがいたよｗ　2015年6月3日

おゃ、エイリスがいたよｗ2015年6月3日 恋愛

相変わらずのボサボサ頭だなぁ…ｗ
 
 
私と同姓同名で…（違っ2015年6月3日 恋愛

見た目と性格はそっくりだなｗ

 
 
「ディマトイド様」もいらっしゃった！o(^-^)o2015年6月3日 恋愛

雨が降りだしましたが、

有意義な休日です…♪
 
 
「白熊兄」もいた！♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪2015年6月3日 恋愛 コメント (1)

…なるほど…！(＠＠)！
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こういう生き方を指して、

大地の民は、

「叡知の神」と呼び、

「治水神」と讃えたわけだな…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

 
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6月4日8:29
…う〜ん…（＾＾；）…

「原稿！」としての『四界神話』に再着手しようとしていた寸前に、コレ、

「読まされてる」現象って…

　…ｗ（＾□＾；）ｗ…

…あ〜、うん…

何をもって「知恵者」とするか…が…、
学問ヲタの楽園《エルシャムリア》の流れをくむ飛仙族の定義と、

額に汗して耕すことこそ最上の歓びとする大地民の感覚で、

食い違っていた。わけね…☆
 
 
エルまでいたし！ｗ2015年6月3日 恋愛 コメント (5)
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…「アルマンディン兄様」は
「一見ギャグキャラ」になってるし…ｗ

なにこの話ッ！

σ(^◇^;)。。。

 
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6月3日15:37
雨は悲惨な汚染レベルです。

(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日15:45
ちょっと普通じゃない感じの

雷が鳴ってる。

雨が磁性？を帯びてて

三半規管がやられる。

目眩がする。

通信や航空関係で

惨事があるかもしれない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日17:45
札幌０.０６７μまで

上がってます。(ToT)

０.０４１μが
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０.０４２μに

上がっただけで気分が悪くなる過敏症体質にとって、

どんだけ地獄の釜茹で状態か

解ります…？(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日19:17
空気が清澄になってきた。

(^_^;)
やれやれ助かった…(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日22:06
ちょっとビックリ弟子屈Ｍ４。

神戸も心配。ヽ（・＿・；）ノ

ありえないほど末期色な月。

しかも位置（軌道）がおかしい気がする…(・ω・;)(;・ω・)
 
 
…そのまんま狼さんだし…σ(^◇^;)。。。2015年6月3日 恋愛 コメント (1)

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日9:20
かけあいのセリフがそっくり過ぎる…ッｗｗｗｗｗ
 
 
これです。（＾ｗ＾）ｇ2015年6月4日 読書 コメント (1)
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いや、昨日っから読んでるのは勿論、

１０８円で入手した「旧版」のほうなんですけどね…

（曲はいま検索しただけで、関係ないですｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=G5XYq7T2uQY&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-
6OVu27xsk&index=5
Wong Fei Hung - Hero of China 

基本、大量殺人と「芸のない戦闘シーン」が延々続くハナシは嫌いなので、

（ジャッキーチェンとかの中国拳法モノは観ていて愉しいけどｗ）

三国志もアウトオブ眼中なジャンルで、孔明といえば子どもの頃に子ども向けの

三国志ダイジェスト版で読んだ、

「行いすました嫌味で人嫌いな天才道士」？…（＾＾；）…ぐらいの認識しかなかったわけなん
ですが…

いや、諏訪緑が描くと違うわ〜☆

…ってか、なんでここまで「うちのエイリスとかにそっくり！」な、
キャラ設定なんですか〜ッ…？

？？？？？（＾＾；）？？？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=2by2y3gkjcA&index=6&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-
6OVu27xsk
George Lam: Wong Fei Hung (with pinyin/translation)
 
編集する

コメント

http://diarynote.jp/items/books-jp/4091913261/
https://www.youtube.com/watch?v=G5XYq7T2uQY&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-6OVu27xsk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2by2y3gkjcA&index=6&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-6OVu27xsk
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201506040918442713


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日10:57
０５１１６００．

（＾＾；）

だめだ。また雨…（高線量！）
（－－；）

…続きを読みます…☆
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「分隊長！ワイルドすぎます！」…ｗ　2015年6月24日

「分隊長！ワイルドすぎます！」…ｗ（＾◇＾；）ｗ…　（＋２曲）
2015年6月24日 恋愛 コメント (3)
 

https://www.youtube.com/watch?v=5rcgZSVQRtY
AS-037　アマリリス（器楽合奏） 

おそようございます。０９：５２です。

昨日の吸気被曝過多で心臓ばくばく血圧乱調で寝付くのが遅くなって起きるのも遅くなって、

でもヘタに早起きしたら札幌の午前５時は０.０４８μまで上がっていたので、

うかつに呼吸数を増やさなくて済んでよかった…

　…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

な、今日はバイト休みです。予定はいつもの銭湯出撃と買い出し…。

　（＾＾；）

はい。画像？（＾＾；）

…そんなわけで、脳ミソへろへろなワタクシですが…。
ｗ（＾＾；）ｗ
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『進撃の巨人』は、とりあえず原典の既刊の１６巻まで、

一昨日の夜に読み終えていたわけですよ…。（＾＾；）

んで。（＾＾；）

読み始めの当初は、

エレンの暴走性格とミカサの糸目？が、

うちらの前世？のエイリスとエルにそっくりかな〜？

とか、思ってたわけですが…ｗ

原作１６巻まで読んだら、むしろ「私とそっくりｗ」なのは、

いささか変態的？ヲタでミーハーで（＾＾；）

暴走するとハタ迷惑大全開ながら、

イザとなったらまず「ブン屋と世論を動かす」という視点で、

「革命」に参画する…

ハンジ！…に、似てますよね、私…ｗ

　！（＾◇＾）！

（見た目もナチュラルに似ています…☆）

そんなわけで。（＾＾；）

とりあえず原作１６巻目までの段階では、かろうじて名前とセリフがあるだけ、という端役の末

端のモブリットさんが「お気に入り」にランクイン…ｗ

えぇ。（＾ｗ＾；）

前世関係者？の皆さん。

そこは、ナマヌルク嗤うところですとも…ｗ

（ところで今さっき「画像検索」してたら、



「リヴァイとキスシーン」とか出て来た…（＠＠）…

…えッ？（＾◇＾；）そうだったの…？）

https://www.youtube.com/watch?v=QxiE3LKz5HY
月の光に

 
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6月24日11:04
ちなみに、世間的には清廉潔白でまっすぐな人格者？と見せかけて？おいて…
（＾＾；）

武装クーデターを成功させちゃっといてから、あれこれぐじゃぐじゃ言ってる、

その名も「エルヴィン」さまは、まんま、「エルに似てる」よね…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日11:28
おもしろネタまとめ @ElwellKristen · 6月19日 
花火を見てるときは「たまや〜」「かぎや〜」と叫ぶ中、「硝酸バリウム！」「炭酸ストロンチ

ウム！」とか聞こえるから振り返ると明らかに理系だと思われる男子3人組が花火の炎色反応を見
て金属化合物の名称を叫んでた。 これリア充のムードぶち壊し作戦だと思われるんですがみなさ
んもどうですかね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日23:45
Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前 
人と違うことをする人が次の時代の流れを作ると思います。今年の大河ドラマに取り上げられて

いる坂本龍馬も、あの時代では異端者だったわけですよね。異端者は潰されることが多いですが

、異端者がいないと社会は閉塞してしまいます。http://bit.ly/15umUPl
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「なりたい自分」画像…☆　2015年6月24日

「なりたい自分」画像…☆　（＋１）
2015年6月24日 恋愛 コメント (5)
 

https://www.youtube.com/watch?v=T_EdRU1v9j4
フランス民謡1 

（承前）

まぁそんなわけで（ーー；）

情報チェックする気力がなかなか湧かないので、脱線をもう一件。

（＾＾；）

こうみえて（欠点欠陥も含めて）自分のことがそんなに嫌いじゃないので、めったに「自分以外

の誰かになりたい」とか思ったことはないのですが。

（「今の自分よりマシな自分になりたい！」とは思うが。）

ごく少数の例外があって、

『スカーレット・ウィザード』のジャスミン！

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89

…には、「一度、なってみたい」…（＾＾；）…

とか、以前から思っていて…

今回、ハンジも気に入ったので…（＾＾；）

（なりたい、つーか、とりあえず、前世？でやらかしてた？

「ルー・ウェイファン時代」の自分？に、すでにソックリｗですが…）

ま、そんなわけのお遊びでｗ

「足して３で割ったら、なりたい自分！」を…

モンタージュしてみました…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=4ri_fSL9VL8
作業用ＢＧＭ　クラシック音楽で旅をしよう　

フランス編　ＢＧＭ曲を聴いて旅をした気分に　リラックス用ＢＧＭにも

（あ、３コマめは、これですｗ）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BB%E6%B5%B7
『幽遊白書』（幻海）

 
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6月24日10:45
０５１４４４１．

（＾＾；）

さっき見たときは確か、
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０５１

４４

３３だった…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日10:49
あ、わかった。（＾＾；）

能力じゃない。戦闘力でもない。

そこんところは今の脆弱なままの自分のままでもいいから…、

「迷いがなくて、どまんなかストレート直球勝負！」の、

「性格に。」なりたいんだな、私…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日11:44
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
「自分の力に自信のある人間は、礼儀正しく振る舞うわ。」メーテル

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日23:25

War Is Overさんがリツイート 

し か (呟き魔) @s_bambi_ · 3時間3時間前 
整体行ったら「猫背…ですか？」って聞かれた「はあ…猫背ですね」「そうですね…猫背は…治
すか…猫として生きて行くしかないです」って言われた。猫として生きていきたいです。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日10:30
個性は安らぎや静けさの中で

生まれるものではありません。

試練や苦しみを経験することでのみ、

魂が鍛えられ、

洞察力が研ぎ澄まされ、

野心が鼓舞され、

成功が手に入るのです。

ヘレン・ケラー
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狼さんそっくりキャラを見つけて、　2015年6月26日

狼さんそっくりキャラを見つけて、寝床で笑い悶えている休日。(^。^;)
2015年6月26日 恋愛 コメント (2)
 

…掃除はどうしたんだ私…ッ？

σ(^◇^;)。。。

（これです！）

http://www.tosuisha.co.jp/corner/tachiyomi/morimoto/moon/index.html
MOON·TRICK (1)〜(6)
森本 秀

例によって１０８円で。（＾＾；）２巻まで購入＆読了☆

 
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6月26日14:46
５１歳、子なしバツなし

独身ですが…何か？
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日19:18
…そ〜か…（＾＾；）
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「目つきが悪くなる」のは、「拗ねてる時」だったのか…ｗｗｗ
 
 
主人公は「甘やかされまくりで育ったハンディキャップ持ちのアイリス」で、はぐれて暮らし

てちょっくらヤサグレていた、ボサ頭のエイリス合流☆2015年6月26日 恋愛

 
 
そのまんまエルと白熊さん…ｗ2015年6月26日 恋愛 コメント (1)

なにこの話！(^。^;)
 
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6月26日19:20
特にエルなんか「同じ人物を元ネタにしている」のでは！

とか思うくらいそっくり…☆
ｗ（＾◇＾；）ｗ

 
 
最初そのまんまエルかアルマンディン兄様の猫かぶりかと思ったら、超稀少な「ディマトイド兄

上様」似！2015年6月26日 恋愛 コメント (1)
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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6月26日19:22
…そう。（＾＾；）あのかたはいわゆる「天然」なおかたで…☆

凡人のワタクシは、お仕えしていた当時、ちょっくら苦労をしました…ｗｗｗｗ
 
 
ちゃっかりニョゼ登場ｗ2015年6月26日 恋愛 コメント (2)

なんなのこの漫画…っσ(^◇^;)。。。

 
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6月26日19:24
考察するに、アルマンディン兄と白兎さんに該当するキャラが居ないのは、

「毒舌や皮肉が入り込む余地がない」

（＾＾；）
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ほのぼの生ぬるい系のホームドラマファンタジーだから。ではないかと…ｗｗｗ
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日19:39
今ちょっと変な揺れ方した。
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緑のビ〜玉…♪　(*^_^*)　♪　2015年6月27日

緑のビ〜玉…♪　(*^_^*)　♪
2015年6月27日 恋愛 コメント (1)
 

どうもありがとう。(*^_^*)

お礼にドングリ進呈。o(^-^)o

　おまけ♪

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT5400UP】 カラパイアの歩き方 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51249039.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/614741253024972801/photo/1

 
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6月27日15:27
札幌にセシウム襲来。(∋_∈)

ビー玉は霊気浄化してくれるので、ほんとにありがたいです♪

　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
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♪ 血も涙も流れない、新人類の…♪　2015年6月27日

♪ 血も涙も流れない、新人類の…♪
2015年6月27日 恋愛 コメント (2)
 

https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
HINATA Haruhana - ウブリの図書館 

気に入ったのでしばらく聴いちゃいましょう♪

（＾＾）

おばんです。２３：２７です…

https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
HINATA Haruhana - 人嫌いの星 

…なんだこりゃ…（＾■＾；）…

…「私の唄」か…？？

https://www.youtube.com/watch?v=wZblBfevwN0
HINATA Haruhana - サプライズ・ハロウィン 

…え〜と…||||（＾■＾；）||||…
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…「エルの唄」…？？

https://www.youtube.com/watch?v=P7b4FgQzJuk
HINATA Haruhana - 正しい珈琲の飲み方 

https://www.youtube.com/watch?v=DZD88FoKMjA
【鏡音レン】　第三章「一縷の願い」　〜3D＆アニメPV〜 

…ｗ（＠◆＠；）ｗ…

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月28日8:49
Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
多くの人は自分の感情を抑圧しますが、感情を抑圧することは感情に溺れるのと同じくらい悪い

ことです。感情に溺れず、また押さえつけることなく、ただそれを見ること、それと自分を同一

認しないことを学ばなければなりません。　http
://bit.ly/1GMCZrd

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日19:50
amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
「自分は覚醒した」

などと言ってはいけない

本当に覚醒することは、自分がタダの人にすぎないことを自覚するという意味であり、タダの人

が特別に偉くなったなどと言うわけがない

だから麻原のように特別の権威をふりかざす覚醒者は全員がニセモノなんだ

ホンモノは、自分に謙虚になる
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（２０１５年７月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年７月）
 



漫画が読める程度まで回復…(^_^;)　2015年7月15日

漫画が読める程度まで回復…(^_^;)
2015年7月15日 恋愛 コメント (5)
 

言い種が、エルにそっくり♪ｗ

これね。

http://www.square-enix.co.jp/magazine/gfantasy/story/kuroshitsuji/

まえ読んだときは気づかなかったけど、これ、

「エルと白熊さん」でキャスティングすると…

はまるなぁ…ｗｗｗｗ

（あ、下のコメント欄の「埴生の宿」はこっち参照…）
https://ja.wikipedia.org/wiki/7SEEDS
 
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7月15日20:13
なにこの地震の回数？

（；‾Д‾）
…で…死神マンガは、

http://85358.diarynote.jp/201507151950381148/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201507151950381148/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150715/85358_201507151950381148_1.jpg
http://www.square-enix.co.jp/magazine/gfantasy/story/kuroshitsuji/
https://ja.wikipedia.org/wiki/7SEEDS
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201507151950381148
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タイタニックねたかよ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日20:50
激痛再発。ヽ（・＿・；）ノ

逆境になるほど燃える(^_^;)
自分の性格が笑えるｗ

鬱病がどっかへ消えて、

生き延びる算段だけを

考えている…ｗ

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日21:17
霊的なイメージで言うと、

私は三毛猫で、

エリザベスカラーを填められて、

猫カゴに閉じ込められて、

高速個人艇に載せられて、

全速力で危険海域から

脱出しているところ。

ヽ（・＿・；）ノ

操舵のエルさんが緊張してるし、

白熊さんも狼さんも警護モードに入っているので、

たぶん日本とな地球とかは、

かなりヤバい状況？

（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月16日3:59
つい先ほど、（夢の中で）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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エルさんが身内向けにかけた

一斉放送？が、「帚生の宿」。

(・_・;)

意味は不明。

エルさんの機嫌は超〜最悪。

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月16日6:13
その後へんな夢を視ましたが、

なんとか現世に帰投…☆
 
 
 
 

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


おや、エルさんがいたｗ　2015年7月21日

おや、エルさんがいたｗ

2015年7月21日 恋愛 コメント (1)
 

これね。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%81%8A%E8%A8%98%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
「リロード」の３巻。

 
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7月22日0:31
amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
↓「盛っている」→「持っている」ですが、ATOKを使っていると、確認後の変換確定でも勝手に
他の漢字に変化していることが多い

私はマイクロソフトによるATOKに対する嫌がらせだと思う
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201507212133561460/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201507212133561460/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150721/85358_201507212133561460_1.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%81%8A%E8%A8%98%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201507212133561460
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http://85358.diarynote.jp/


ぅわははははは☆(^◇^;)★　2015年7月21日

ぅわははははは☆(^◇^;)★
2015年7月21日 恋愛 コメント (4)
 

性格ソックリ…っｗ

https://www.youtube.com/watch?v=CNjhtZVkYrI&list=PL91VRu0oarwU2Cg3sYoP-
0ngHe9U2HVR7
【最遊記】 call / 三蔵 

読み返してみると、意外に三蔵も八戒も、「そこまではヒネてねぇ☆」という事実に気がつきま

した…ｗｗ
 
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7月21日21:47
…あ〜…(^。^;)…

そぉか、コレか！ｗ

エルが「私に」執着する理由…
σ(^◇^;)。。。（てか、キッカケ…？）

「私」が…

http://85358.diarynote.jp/201507212139064067/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201507212139064067/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150721/85358_201507212139064067_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CNjhtZVkYrI&list=PL91VRu0oarwU2Cg3sYoP-0ngHe9U2HVR7
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201507212139064067
http://85358.diarynote.jp/
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「何でも面白がる」性格で、

「何にでも娯楽を見つける」

ところが…(^。^;)…

ある意味、「羨ましかった」

わけね〜〜…？

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月21日21:55
…確かに私、
「不撓不屈の面白がり」って点だけは、自信があるかも…
σ(^◇^;)。。。

…で、「私」が「居なくなる」と、「自分が楽しくなかった頃に戻っちゃう…？」

（；‾Д‾）ｏ

…てのが「エルさんのホントのパニック原因」か…

…┐(’〜`；)┌…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日10:36

cmk2wlさんがリツイート 

t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 18時間18時間前 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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自分は仏教徒ではないが、今日のように混乱した日本になってはじめて、ブッダの「犀の角（サ

イのつの）のようにただ独り歩め」という言葉の大切さがわかった。出家するつもりはなくとも

、まっすぐに独りで歩けるようにならなくては…。

あッ★　蹴るなってばっ、こらッ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日10:38

cmk2wlさんがリツイート 

KoichiroKOKUBUN國分功一郎 @lethal_notion · 6月26日 
ハンナ・アレントが『全体主義の起源』の後書きで、孤独solitudeと寂しさlonelinessは違うと言
っている。孤独はあらゆる創造的行為にとって必要なものだ。孤独である時、人は自分自身と一

緒にいることができる。自分自身と語り合うことができる。

 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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エルだしｗ 2015年7月26日

エルだしｗ2015年7月26日
恋愛 コメント (2)
 

 
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7月27日22:30
カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
カラパイア : 負けず嫌いな人ほど別離に耐えられない。負けず嫌いの人の恋愛に関する4つの特徴
http
://karapaia.livedoor.biz/archives/52197222.html … 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月27日22:39
…きょうみみにちよう！…
 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201507260705357551/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201507260705357551/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150726/85358_201507260705357551_1.jpg
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


あらあらｗ(^。^;)ｗ 2015年7月30日

あらあらｗ(^。^;)ｗ
2015年7月30日 恋愛 コメント (1)
 

「私」とエルかなこれはｗ

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日16:02
…掃除はどうした私！(^_^;)！
 
 
ほら狼さんだし…ｗ2015年7月30日 恋愛 コメント (3)

 
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7月30日17:09

http://85358.diarynote.jp/201507301601216814/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201507301601216814/
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読み終わったので掃除します。

(^_^;)
空と空気が「何だかとても変」です…

たぶん、未明04時20分の「震度５弱」は、フクイチ直撃だった…？

株価の売り逃げとか

「要人」だけ避難、

とかのための時間稼ぎで、情報が遮断されているんでしょうね…

（天皇は要人じゃないんだな。

使い捨ての傀儡なんだな…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日18:09
今日の札幌はむちゃくちゃ蒸し暑いです。(∋_∈)

最高気温… に じゅうはち度…

(‾ー+‾)d

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月26日1:45
amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
人間は狼が牧場を荒らすという理由で、不倶戴天の敵のように駆除してしまった

北海道での狼絶滅は本州より早かったほどだ

だが、狼も熊も、本当は自然を支える最上位の神であるとアイヌは知っていた

調和を司る者　ホーケカムイ　その滅亡とともに取り返しのつかない自然破壊が始まった
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【虎さん】 萌え〜♪♪　（＾ｗ＾）ｇ 2015年7月30日

【虎さん】 萌え〜♪♪　（＾ｗ＾）ｇ
2015年7月30日 恋愛 コメント (2)
 

前の２つこれね。（＾＾）

続きを読みたいと思ったのに、２巻はまだ出てないらしい…
（てか、停まってる…？）

さて。もう悲惨で嗤うしかないリアルなんて飽きちゃったので、

妄想街道に戻りますよ〜♪

http://85358.diarynote.jp/201507301217396388/

https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
David Garrett - Music - The complete concert live @ Hannover 18 04 2012 

…なんだかとっても、「知ったカオ」（魂）だ…？
？（＾◇＾；）？

…虎さん？それとも、狼さん？Elleさん…？

…ドイツ語だｗ　お茶目な性格だし、「夢で聴いた」音色だし…ｗｗ

「虎さん」だ…！
　！（＾ｗ＾）！

参照：「虎だ虎だ…！」

http://85358.diarynote.jp/201507302005388026/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201507302005388026/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091316840/
http://85358.diarynote.jp/201507301217396388/
https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/


http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/

…てことで、今また続きを聴いています…♪

さいしょ「狼さん」のほうかと思った。

超絶「私ごのみ♪」の「素朴系ハンサム」♪

（だから『進撃』（原作版）のモブリットさんとか、

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506241016389958_3.jpg
この顔 http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150730/85358_201507301612431016_1.jpg 
ね…ｗ）

だけど喋りかたがドイツ語のくせにおちゃめだしｗ

選曲が…奇をてらい、意表をつき、受けを狙いつつ…、
すっごくハートフルだしｗ

ハンサムだけどタレ目だしｗ

ステージに美女多数はべらせてるしｗ

おや…しかもそれでも、「白ウサギさん」とよろしくやってるんですね…♪

てことで、勝手に、「この人は私のソウルチームメイトのひとり」（仮称「虎さん」）の生まれ

変わり…

ということで、決定しちゃいます…ｗｗｗｗ）

お♪　１：２３：４５のところから、「あの時代の私らのテーマソング」だねぇ…♪

☆「夢で聴いた音色」☆

https://www.youtube.com/watch?v=y6bfl7hJbMI
David Garrett plays Paganini 
ほらこれ、そっくり♪　これのさらに進化系（最近録音？）だった…♪

虎さんはね、すごい人なんだよ。私の「前世記憶」（という妄想？）のなかでは…

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506241016389958_3.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150730/85358_201507301612431016_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=y6bfl7hJbMI


（＾＾）

なにしろこのひとがいなかったら、「あの時」。

汚染と地震と津波と伝染病の地球上に取り残された最貧層のひとたちを、

「無料で」宇宙にひっぱりあげることなんか、できなかったんだから。ねぇ…♪

永遠に！（＾Ｏ＾）／感謝〜ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4
Berryz工房「友達は友達なんだ！」 (MV)

…あれ…？「黒髪の天才美少年」だよ…？ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=VTPoDJd8dRg
1997 David Garrett plays Mendelssohn[3/3] DAVID GARRETT 16 ♪
 
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7月30日20:26
…音匣整理をしようと思ってたんだけど、だめだｗ
しばらく虎さんメドレー〜…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日21:25

AKIRA 2024さんがリツイート 

truth　狼たちは知っている @wolvesknow · 23時間23時間前 
ムー大陸の神官は大衆に怠惰を続ければ世界が終わると警告し続けてたそうな。で、沈み始め

た時、大衆が神官に助けを求めても、だからこうなるて言うたやろ？でおしまい。この伝説は怠

https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4
https://www.youtube.com/watch?v=VTPoDJd8dRg
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201507302005388026
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惰な生活への警告と思ってた。今は知的怠惰への警告と思ってる。マスコミ情報を鵜呑み、正義

の味方役を信仰。沈むわ。

 
 
 
 



♪ 傍観者の日々にサヨウナラ…♪　2015年7月31日

♪ 傍観者の日々にサヨウナラ…♪
2015年7月31日 恋愛
 

おはようございます。０８：１２。

バイトは中番。４連勤の１日目。

（－－；）

札幌は２５℃。強風。空は真っ白。予報は荒天。

今朝の音楽はＣＤシングルでこれでした…
https://www.youtube.com/watch?v=__57yay-MM4
Lia - Your Resonance ~Under Faraway Sky~ 

ごく久しぶり？に、予知夢ではなく「深層心理や強迫観念が解り易く戯動画化されている夢」を

視まして…
…（＾□＾；）…

「進学（受験）のために明日までに帰郷しなくてはいけないのだが、切符の買い方が判らず、窓

口のお姉さんに全部お願いして路線と乗り換えと金額を調べてもらい、それ持って指示に従って

ボタン操作して自販機にお金を入れろ…と言われたところで、自販機の使い方がまったく分か
らず、パニクってるところで後から来た人にせかされて逆ギレ口論寸前…（－－；）…

http://85358.diarynote.jp/201507310835383204/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150731/85358_201507310835383204_1.jpg
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という、ちょっと困った

…（＾□＾；）…夢でした…☆

まぁ、「帰郷して進学する気になった」という自分の深層心理夢は、初めてなので…

（＾＾；）

内心の「魂の本音」の整理は、ついたんでしょうね…

帰天（肉体的死？）の時期が近づいて来たようです。

後悔の無いように、漫画と音楽三昧の、

札幌らくらく日常を力いっぱい？愉しみます…

…（＾へ＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=llnZAoacy2M
Lia - Will 

地震マップ @eq_map · 7 時間7 時間前 � 北海道 新得町 
【M2.9】大雪山系 深さ153.6km 2015/07/31 01:37:56
(G)http://j.mp/1MWotgw (Y)http://j.mp/1IuiCiK

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.0】北海道南東はるか沖 深さ56.1km 2015/07/30 18:19:22
(G)http://j.mp/1LZ8v8j (アニメ)http://j.mp/1SOk40Q

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 青森県 八戸市 
【最大震度1】(気象庁発表) 青森県三八上北地方 深さ約80km M2.9 30日13時53分頃
発生 
(G)http://j.mp/1z13pxv (気象庁)http://j.mp/1H4HSGQ

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ46.1km 2015/07/30 09:28:53 http://j.mp/1VNVBNn

https://www.youtube.com/watch?v=llnZAoacy2M
http://j.mp/1MWotgw
http://j.mp/1IuiCiK
http://j.mp/1LZ8v8j
http://j.mp/1SOk40Q
http://j.mp/1z13pxv
http://j.mp/1H4HSGQ
http://j.mp/1VNVBNn


https://www.youtube.com/watch?v=f6zs6VdCev4
おすすめ曲「Lia」＃３　絆色-kizunairo
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f6zs6VdCev4


（２０１５年８月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年８月）
 



脳内送信ＢＧＭ受信中。(^_^;)　　2015年8月2日

脳内送信ＢＧＭ受信中。(^_^;)
2015年8月2日 恋愛 コメント (2)
 

曲と歌詞は明瞭に聴こえてるんだけど、タイトルが思い出せない。(^_^;)
どのＣＤに入ってたやつだっけ？(^_^;)

あと、「今なぜこの曲なのか」も、ちょっと不明…
ヽ(^。^;)ノ
 
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2日17:39
ナニコノ全国雷鳴大会？

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年8月3日8:33
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月1日 
この猛暑と光化学スモッグの中、自転車に乗ってるんだけど、我ながらアホ。信号で止まると、

まわりの車のクーラーの熱風とアスファルトの熱で凄いけど、でも走ってる間は涼しい。ここま

での距離55km。帰りまでで約95km。アホ。
 
 
 
 



《 ＭＩ ＣＡＳＡ 》， ＬＬＡＭＡ ☆　2015年8月8日

《 ＭＩ ＣＡＳＡ 》， ＬＬＡＭＡ ☆
2015年8月8日 恋愛 コメント (4)
 

猫。

…いやべつに、猫かぶらなくてもいいかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=3GaUMTJBDAA
Claudie Mackula "Pure Harmony" Beautiful Soothing Vocal Acoustic Celtic Emotional Music [31
minutes] 

それにつけても《ミカサの宮》の言動パターンは、本当にエルさんにそっくりだ…ｗ

(^。^;)

本物だったりして（笑）

てか髪型と顔とメガネはむしろ「礼子さん」そのものなんだが。(^_^;)

礼子さんはもちょっと縦長で、スレンダーで神経質だったかな…☆
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https://www.youtube.com/watch?v=3GaUMTJBDAA


蛇足ｗ

http://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/007.html

 
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8日22:03
ごめん。黒ごじらカレーでおなかいっぱい過ぎるので寝ますぅ…と書いて寝落ちしようと思って
たカアナマ21時57分、まさに茨城で震度５弱とな…
（；‾Д‾）

まだ来るよ、今夜中に…。

逃げるひとは逃げなさい！

前から言ってるけど、みなかみ町は通っちゃダメだよ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月9日0:09
mi casa　私の家
llama　炎

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月9日1:08
※次項参照。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
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【緊急地震速報 2015年8月8日 21:58】21時57分頃、根室半島南東沖を震源とする地震がありま
した。地震の規模はM4.4、最大震度3と推定されています。なおこの地震情報は、緊急地震速報
第6報に基づく推定情報です。実際の情報に対して誤差を含む場合があります。

いや…たしかに「茨城 震度５弱」を視たよ…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月23日7:40
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
そうです。ミカエルはルシファーの兄弟や双子ではなく

どちらも同じ存在の姿なのです。

常に ころころかわる人間のこころのように‥。
http
://www.youtube.com/watch?v=LFY_6mSBi9E …
re.@pecko178 本当の悪魔は天使の姿をしている
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ノギスのごとき君なりき…（違っ　2015年8月10日

ノギスのごとき君なりき…（違っ2
015年8月10日 恋愛 コメント (2)
 
あしたね〜…覚えてたらッ

(2015.08.27.)
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

「ノギス」これね。

http://www.bing.com/images/search?
q=%e3%83%8e%e3%82%ae%e3%82%b9+%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%8e%e3%82%ae%e3%82%b9+%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%8e%e3%82%ae%e3%82%b9+%e7%94%bb%e5%83%8f&FORM=IGRE

タイトルの元ネタはこれねｗ

https://www.youtube.com/watch?v=5RvPQUCnKps
野菊の如き君なりき（予告） 

現世、「たみさん」のよーに可愛らしい外見ですが…ｗ
昔（前世）、ノギスとか？いつも持ってて、排気筒の外径がどーとか、角度で浮揚力がどーとか

、…そういう話ばっかり、してたよねぇ…？？

（＾ｗ＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida
 
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11:29

AKIRA 2024さんがリツイート 

harukui @harukui · 2014年7月10日 
「だってたまたまこの地球に、つかのまお邪魔してるだけじゃない？私たち。そんな着飾ったり

とか気負わなくていいと思うの。だから戦争もいらないし、原発もいらないし。」

NHK生放送でサラッと言う
加賀まりこさん　(’-^*) 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日11:30
忘れてたｗｗｗ
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（２０１５年９月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年９月）
 



《 天国への昇降機 》…？　2015年9月1日

《 天国への昇降機 》…？
2015年9月1日 恋愛 コメント (2)
 

それは昨日の通勤途上の話。（＾＾；）

バイト先の昇りのエレベーターの、ドアが開いた瞬間、

「…ここ、天国…？」と思う光景が眼前に…

…|||| ！（＠◇＠；）！ ||||…

いやマジで…！ｗ

「お迎えの守護天使」がツイで来て、不肖ワタクシ、このまま昇降機で昇天？

（心筋梗塞で即死とか？）するのかと…ｗｗ

まじで、一瞬の脳内走馬灯が妄想爆走して、カタマッテおりました…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=JMBCXdPmZko
エンヤ　＊エンジェルス＊　天使の賛美歌 
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（…まぁどんなふうに天国…というか「両手に花？」…だったかは、同乗者の迷惑になるかと思
うので詳述を差し控えます…

　画像を見て、想像して笑って下さい…ｗｗｗ）

http://movie.walkerplus.com/mv16248/
天国への階段

https://www.youtube.com/watch?v=QmSl4Sn7O3c
The Heroic Legend of Arslan - 告死天使 II - 30 

そういえば、どっちもまだ観てない…☆

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=I-RLYHxSb7U
ネコから小鹿を護るために通りかかった犬をボコボコにする母鹿 

…エルさん怖…ッｗｗｗ
 
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9月1日15:26
…もふったりしたら、あとがこわいよな、ぜったい…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日19:06
…もふりたい！

http://movie.walkerplus.com/mv16248/
https://www.youtube.com/watch?v=QmSl4Sn7O3c
https://www.youtube.com/watch?v=I-RLYHxSb7U
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…もふりたいぞ…ッ！！！ｗ
 
 
 
 



おぉ♪w　2015年9月10日

おぉ♪w
2015年9月10日 恋愛 コメント (1)
 

なんか、「エルと私」だったｗ

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日4:04
読み終わったのが04:00ジャストだったｗ(^。^;)ｗ

もっかい寝ま〜す…☆
 
 
さよならソルシエ 2 (フラワーコミックスアルファ)2015年9月10日 読書 コメント (3)

前項コレです。（＾＾）

フツウに実在人物の伝記モノかと思ってたら、どんでん返されてＦＴ（歴史ＩＦもの）だった…
♪

絵もキャラも魅力的だし、ネタが新鮮で、面白かった♪♪
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（下記コメント欄おまけ☆）

カラパイア @karapaia · 36分36分前 
カラパイア : 「自分にそっくりな人は世界に3人いる」が科学で証明される。3人どころ
かもっと多い可能性は高い（米研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200401.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/641764281441087488/photo/1

…神道で言う「分霊」（わけみたま）仮説を展開してもいい…？

…（＾＾；）…
 
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9月10日9:10
…なんで「エル」がここまで「私」にき〜き〜言う（＾＾；）のか、いまいちよく解んないんで
すけど、ようするに昔々の前世では私のほうが「お姉さん」だったから…

その昔の（憧れの対象だった時期の）面影と、

「すでに相手を追い越しちゃった自分」から視た場合の相手（私）の不甲斐なさを自分のなかで

処理しきれなくて…

つまり、「魂の成長過渡期的な反抗期」なのか…？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

まぁ可愛いくて可笑しいんだけどね。何やってても、エルならね…ｗｗ

（ちなみに「みにさいずエル」さんは、やること為すこと、本当に「ホンモノそっくり」？な

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200401.html
https://twitter.com/karapaia/status/641764281441087488/photo/1
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ので…）

（…「本当にホンモノ」だったら、どうしましょう…ｗｗｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日9:14
でも無分別に「エル似」さんをモフるのだけは自重しておきましょう…ｗ

敵に回したら、これほどコワイ相手はないです…ｗｗｗ

（モフりたい…っ！）ｗｗｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日9:16
（おかげで、狼さんが（たいがい相対的に身長低めの）私を、どーいう目線で視ていたのか、よ

くわかった…ｗｗｗ）

（セクハラと違うんだな。「モフりたい！」という面白さは…ｗｗｗ）
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（２０１５年１０月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年10月）
 



イヤシロチ、ケカレチ。　2015年10月5日

イヤシロチ、ケカレチ。

2015年10月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 

これだけ体調最悪なのに、食欲旺盛な私ってナニモノ…？

 
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5日21:20

…むしろ、
足りない…σ(^◇^;)。

とうぶん死ねそうにない…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日23:35
なんども道端で気絶しそうになりながら、

なんとか徒歩帰宅。(・_・;)

札幌の気温１０℃。(^_^;)
関東なら真冬認定の寒さ。

(^。^;)
気絶して寝てたりしたら

シャレにならない結果に…
(・ω・;)(;・ω・)
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もう限界。

寝ます。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月6日8:21
あ、それで、タイトルは。

　（＾＾；）

気絶しかけながらバイトしていて、ふと気がついたら、私の左側から２席抜かした剥こう側に…

１．狼モドキなアルパカさん、

２．みにさいずエルさん、

３．ノギス君、

…と、「勝手に前世のソウル・チームメイトだと思い込んでいる」３人がずらっと並んで座って
いたので…

！（＠ｗ＠；）！

「デゴイチ３連」とか「乾電池のたて３つなぎ」的に…

なんだか勝手に、パワーアップして元気が出ちゃったぞ〜…ｗｗｗ

というハナシでした…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月6日22:53
あと天使ちゃん（文官副官ちゃん）も並んでいたら、

そのまんま天国だったのに…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日9:47
cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
人に認められる必要を感じているのは、自分自身を受け入れていないから。その代用品として人
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に認めてもらおうとする。だが一旦、自分自身を受け入れたならば、人が自分のことを良く思お

うが悪く思おうが問題ではなくなる。

人がこちらをどう思うか、それは彼らの問題、こちらの問題ではない。オショー

 
 
 
 



「狼さん」への、超個人的メッセージｗｗｗ　2015年10月15日

（＋２）　「狼さん」への、超個人的メッセージｗｗｗ

2015年10月15日 恋愛 コメント (3)
 
https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
★ Magica Sonata for Piano 

あ、これねｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/200901230249019905/

読んでおいて下さいね…☆

http://85358.diarynote.jp/200907220205031890/
＞蛇足：「初対面の印象最悪」ってのも、よく考えたら「いつものパターン」なのかもしれ

ない……（苦笑）。

https://www.youtube.com/watch?v=J_WbO_LPXDo
★ Studio Ghibli Cello Collection

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
カラパイア : 届け！この想い。いやまったく届いていなかったガラス越しの猫に対する
猫のアピール http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202579.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/654319504567103488/photo/1 

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
【RT400UP】 ハリケーンが落としていった宝物。巣から落ちて救助された赤ちゃんジ
リスは今、こんなにひょうきんキュートになったよ！

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202771.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/654284305179348992/photo/1

 
編集する
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月15日7:47
あ、猫は死んじゃいましたね。（；；）

共産党員も、やめました。

「原発から即避難！」を、言わないどころか、若い人たちを「ボランティア」と称して被曝地に

放り込んでる悪魔！であるというこがが判明した２０１２年の時点で…
（＾＾；）

いま札幌にいて、南米ブラジルかウルグアイに移住希望で〜す…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月15日8:04
今生、独身・子ナシの５１歳目に到達しておりますが、なにか？

ｗ（＾□＾；）ｗ

pedro
2015年10月15日11:39
はじめまして。私は南米で細々一人で自営業やってます。上のピアノ曲良いですね。

 
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月28日23:03
 
お？（＠＠；）

ごめんなさい、セニョール・ペドロ！

気がつくのが遅れて、ご挨拶のタイミングを逃してしまいましたね…！

南米の、どちらの国のかたなんでしょう〜？
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【非リア】王…。　2015年10月24日

【非リア】王…。
2015年10月24日 恋愛 コメント (3)
 

さて、本日の惑星地球上の北半球某所はたいへん幸せな空間でありました…♪

o（＾◇＾）o

まず！たまにしか来ない

【セラフィム天使ちゃん】

（事務副官ちゃん♪）が、

なんと！ご臨席！

！（＾o＾）！

そしてそのお向かい席が、さいきん痩せて糸目になってきて、ますます前世の雰囲気再現になっ

てきちゃった…ノギス君！

で、フロアのあっちとこっちに泣き別れ？だけど、

ミニサイズ…というか、
つんでれ《デスサイズ》エルさんも、

http://85358.diarynote.jp/201510242304537092/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151024/85358_201510242304537092_2.jpg
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アルパカ狼さんも、いたし…！

♪　o（＾ｗ＾）o　♪

…で、業務内容も…平穏…というか、
ヒマすぎない程度に、ヒマで、客層もトラブルも、穏やかでした…♪♪

！（＾＾）（＾＾）（＾＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=trAo2mFol68
墾田永年私財法 

…あたし来世、これにする…ッ！…♪

カラパイア @karapaia · 47分47分前 
【RT1400UP】 尻尾と首が長すぎてヘビに間違えられちゃうネコがいる。その名も「
リンサン」 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202855.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/657909414993661953/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-oq3g
Ryuichi Sakamoto - The Wings of Honneamise 

 
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24日23:28
０５３

０７

０７　♪

https://www.youtube.com/watch?v=trAo2mFol68
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202855.html
https://twitter.com/karapaia/status/657909414993661953/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-oq3g
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日0:04
…なんか、パネェお天気になってきた…！

！（＠＠；）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日0:09
cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
今日から自分自身で考えることを始めよう。年を取った時に、自分の人生を振り返って、人が望

んだ通りに生きた人生だったと気づくのでは手遅れだ。自分の情熱と直感に身をゆだねよう。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
人は知らず知らずのうちに思い込みに支配され、自ら考えることをやめている。多数派がいつも

正しいとは限らない。自分の信じる真実とは、自分が努力して考え抜いた結論からしか得られ

ない。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
自分たちを取り巻く世界について疑問に思い、思案し、分析しなければいけない。親が言った

から、指導者がそう言ったから、ネットでの多数派がそうだから、友人がやってるからという理

由で物事を受け入れてはいけない。
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いくらなんでもツン過ぎる…　2015年10月28日

つんでれエルさんてば、いくらなんでもツン過ぎるよね〜？…（〜”〜＃）…
2015年10月28日 恋愛 コメント (2)
 

おはようございます。

札幌は断続的な豪雨。

気温、１４℃…（＠＠；）

たしか、昨日とか一昨日の朝は、４℃。

だったんですが…（－－；）…

異常気象すぎる…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』
(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit) 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT1000UP】 一度はワイルドに生きることを決意し野生に戻ったリスだったが、う
っかり猫に会いに来ちゃう。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52151485.html … 

http://85358.diarynote.jp/201510280750375864/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201510280750375864/
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カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT200UP】 歴史上有名な10匹のオオカミと人狼伝説
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203700.html …

…ぅにゃはははは…ッ！☆

何故このタイミングで、そんな記事が…（しかも、並んで！）…出てる…ッ？

（＞昨日）

うん聴こえてた。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
【最遊記外伝】また会う日まで【MAD】 

つんでれエルさんてば、いくらなんでもツン過ぎるよね〜？

…（〜”〜＃）…

…ぐれてやるッ…★

https://www.youtube.com/watch?v=aYqimX33oUo
Berryz工房 『普通、アイドル10年やってらんないでしょ！？』 (Promotion edit) 

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月28日（水）【当日】
01:00 0.045 0.043 0.044 6 
02:00 0.043 0.041 0.042 6 
03:00 0.042 0.042 0.042 6 
04:00 0.044 0.042 0.043 6 
05:00 0.042 0.040 0.041 6 
06:00 
07:00 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203700.html
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://www.youtube.com/watch?v=aYqimX33oUo


https://www.youtube.com/watch?v=9kuZ2mDiKOs
℃-ute 『I miss you』（Promotion Ver.）

 
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28日8:09
cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
「人生で何か近づいてきたら「イエス」と受け入れる。離れていっても「イエス」だ。」

アレハンドロ・ホドロフスキー監督 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月28日8:42

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 

kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
脳が内部被曝すると

再開発したくなる

やがて 脳の癌 悪性神経膠腫で死ぬ
助からない

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9kuZ2mDiKOs
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201510280750375864
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鬼のいぬ間に一献献上♪　2015年10月28日

鬼のいぬ間に一献献上♪

2015年10月28日 恋愛
 

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

ぃやもうなんか。（＾＾；）

私とエルさんのそもそもって、こんなんだったんじゃないのか…ｗｗｗ
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51634252.html
http://livedoor.blogimg.jp/karapaia_zaeega/imgs/0/c/0c423ab2.jpg

ってことで、ツンデレ大魔王のいない本日、

よけいなストレスできりきりしないで済んだので、たいへん心は穏やかｗ

終日アルパカ狼さんを遠目に眺めながら、

（そして少しだけ、かまってもらえたし♪）

終日ココロ穏やかにバイトにいそしんだのでした…♪

（ってことで、宇宙遊泳にいってきます…）

https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
yunyun アルパカらっぱからっぱ えこりん村
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（２０１５年１１月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年11月）
 



（２０１５年１２月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年12月）
 



（ …その後のハナシ… ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ …その後のハナシ… ）
（２０１６年）

 
 



「つれて行くよ。」　（2016年7月20日）

「つれて行くよ。」

2016年7月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月20日15:12
今度は「拝みのマツゴロウさん」とかいう初対面？の、初老の福助人形にコメツキバッタが取り

憑いたようなかたが出て来ました…(^。^;)

（私はどこかの前世？の偉そうバージョン。）

…面白いので、もうちょっと寝てます…ｗ
 
 
 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月20日22:16
 
１コ前の「拝みマツゴロウさん」

http
://p.booklog.jp/book/105153/read
　↑

とりあえずコレに足しといたけど、たぶん違う…。

（そして「おがみ」と入れると「男神」と正体？ばれ…？）

マツゴロウじゃなくて

マタゴロウ（マタダ五郎？）だか

又三郎だか、？

色々脳内ツッコミが入ってます…☆

http://85358.diarynote.jp/201607201423232071/
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絶賛エルさんプロデュース超絶イヤガラセ耐久我慢大会。 　（2016年3月29日）

絶賛エルさんプロデュース超絶イヤガラセ耐久我慢大会。(`ヘ´)
2016年3月29日 就職・転職 コメント (7)

…な、３時間を過ごして(-_-#)
ハラワタが煮えくり返り、胃痛を通り越して脾臓が痙攣を起こしてます…死ぬぞコレ。(-"-;)

別生で《大魔王様》と恐れられていただけあってこの人（？）のイチビリは非常〜にエゲツナイ

。(-_-#)

業務上の必然な偶然を装って、抵抗のしようもなく最低最悪の隔離監視退職強要イジメ座敷牢に

島流し。(`ヘ´)

…本日前半戦唯２の救いは遠目だけどアルパカ狼さんがチラ見できたことと、「ベルクカッツェ
と同姓別名で」こちらは味方のイリオモテ山仔猫さんの激励の笑顔でありました〜…(^_^;)

脱獄してやるッ！(`ヘ´)！

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月29日14:25
エルさんの嫌がらせがどのくらい強烈かと言うと、Ｏ２（オーツー／オリビエ・オスカーシュタ

イン）級。

…。。。(〃_ _)σ‖
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日18:38
ちなみに私論ですが、

べつに業務上の必要はないのに、

「部下がなるべく上司上官の近くに座りたがる」のが…、
「良い職場」。

業務上の必要性が無い限り、

「部下がなるべく上司上官のそばから離れて座りたがる」

…のは…ｗ（－－；）ｗ…

どういう、職場…？

ちなみに昨日もちろん、気がつけばベルクカッツェ・マクゴナガル氏の席のまわりは、広大なノ

ーマン図ランドと化していましたとさ…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日18:44
とにかく彼女がいると、みんな逃げ出して…（＾＾；）…気がつくと、フロアの一番反対側に、
すたっふ全員、カタマッテ楽しく団欒しているという…ｗｗｗ

しかしながらそのベルクカッツェ・マクゴナガル様が実は

「前世でまだアホだったころの未熟な私にタイプがくりそつ」

★　ｗ（〜〜；）ｗ　★

という自覚は一応あるので…★

アルパカ狼さんや大魔王エルさん的には「嫌いになれないタイプ」なのは…ｗ

http://85358.diarynote.jp/
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よく、わかります…ｗｗｗｗ

（ちなみにキャバ嬢の見た目（だけ！）は、

　たしかに、１０代の頃のレイに似ている…ｗ（－－；）ｗ…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日21:00
フランコーネ @tatsujpn · 6時間6時間前 

『最高責任者は私だ』とか偉そうに言う割には責任を取らないのが政治家。『電源喪失は有り得

ない』とか『年金、最後の1人まで』とか『直ちには影響無い』とか『原発事故は終息した』とか
全部大ウソだけど誰一人として責任なんか取って無い。無責任の巣窟。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日21:59
十四松の健康術 @ju_shi_ma · 58分58分前 

孤独ってめちゃくちゃ健康を損なうんだよ！

研究で「他社との関わりがない場合、孤独を気にしない人でも死に至りやすい」という統計結果

が出されたんだって！

認知症やアルツハイマーにもなりやすいんだよ！

たまには誰かと遊ばなきゃね！ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日22:01
心理学イズム１ @sinrizm · 2時間2時間前 

「神経症的な人」と「心理的健康な人」を一緒にしてはいけない。神経症的な人は健康な人の生

き方を真似したら一生傷つく。健康な人が出世を目標にしても、真似してはいけない。神経症的

な人の人生の目標は、劣等感や憎しみを消すこと、親しい人を作ること。それが何よりもその人

http://85358.diarynote.jp/
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を幸せにする。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月31日10:30
天仙 @tensenten · 13時間13時間前 

「・・・しないで！」と言う否定形で注意するのは逆効果？【脳科学】 http
://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=310603&g=132108 … …

http://85358.diarynote.jp/
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エルさんについて　（2016年5月14日）

1. エルさんについて…（グチめものみ。）
2. 2016年5月14日 友達 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=FTlEtXCXgNc
【まどか新編】まあるいケーキの歌【HD、字幕付き】 

承前。（＾＾；）

エルさんササゲのお赤飯バットむしろ妖怪アズキ洗い…

スイーツ食い放題…

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月14日16:35

エルさん喰ったら旨そうなんだけど。(^_^;)
喰ったら絶対ハラ？（魂魄？）壊す。ヽ（・＿・；）ノ

雷神トールが持ち上げた老猫並みのエネルギー量…
。。。(〃_ _)σ‖

https://www.youtube.com/watch?v=X56nzPpcHzY
* 妖怪「小豆洗い（あずきあらい）」　アニメ＆解説　セガサターン版　「水木しげる妖怪図鑑総
集編より」　 妖怪ウォッチ好きな方にも 

今生のアルパカ狼さん甘いもの食えないとか抜かすし！

私は「スイーツ喰い歩き女友達」というものに飢えているとゆーのに！

せっかく今生でも「食べもの趣味完全一緒？」っぽいのにッ！

http://www.hotpepper.jp/strJ001128095/
アンド スウィーツ！スウィーツ！ビュッフェ！アリス
札幌ル・トロワ店

…エルさんのばか〜っっっっ！★

https://www.youtube.com/watch?v=3NEFrlMZRVE
【妖怪大百科】　小豆洗い（あずきあらい）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88
雷神トールでさえ持ち上げる事のできなかったネコ

ちなみに今生のエルさん（と気づかず）初見の第一印象が、

「うわ！アカシックレコードの入り口背中にしょってるゲートキーパー！？」

だった…ｗｗｗｗ

いつもの「役に立たない予知夢」シリーズで

「待て！まだそこ辞めるな！待ってりゃ『本の話ができる友達』来るから！」

…と、引き止められていた「友達になれる人」だというのは、一目で判った…

ｗ（＾＾；）ｗ

でもさぁ☆

「アカシックレコード背中にしょってるゲートキーパー？」なんて、

ものすごい化け物（＾＾；）が…

まさか「自分のソウルチームメイト」だなんて…

ｗ（＾＾；）ｗ

フツウ、思わないでしょ、初対面で…ｗｗｗｗｗ

（そしてむこうは「私が一目で気がつかなかった」せいで、激烈ヘソを曲げている？っぽい…★
）

ｗ（－－＃）ｗ…
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160515/85358_201605150000343227_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FTlEtXCXgNc
https://www.youtube.com/watch?v=X56nzPpcHzY
http://www.hotpepper.jp/strJ001128095/
https://www.youtube.com/watch?v=3NEFrlMZRVE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88


 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月15日0:08
他にもあるのだが、まぁまたそのうち…★

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201605150000343227
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


「昨日のエフの物語」　（2016年10月19日）

「昨日のエフの物語」　ｄ（＾ｗ＾；）

2016年10月19日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 

え〜と昨日の話。（＾ｗ＾；）

http://85358.diarynote.jp/201610180833276982/

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23:46

煌々たる満月の豊平河畔を

てけてけ歩いて無事帰投。

(^-^)g

結論として今日はめったにないほど良い一日でした。o(^-^)o

ノロケは明日に譲って、ごはん食べて漫画読んで寝ま〜す…☆

(^o^)／

http://85358.diarynote.jp/201610192005306127/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20161019/85358_201610192005306127_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20161019/85358_201610192005306127_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20161019/85358_201610192005306127_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201610180833276982/


なにかってべつに〜☆

アルパカ狼さんがわざわざ「モフられに」

（懐きに）来てくれたので、

とても嬉しかったという話と、

その後のミニサイズ大魔王エルさんの、

「ケーーーーーッ　やってられっか！」的な…

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

ガラの悪い不機嫌大全開さが笑えて面白かったので、

「１粒で二度オイシイ」半日だったわ〜ｗｗｗｗｗ

…というオハナシでした…ｗ

参照：http://85358.diarynote.jp/201503240901357321/
（仮題）『アースとエフの物語』（あらすじ）。

　2015年3月24日 リステラス星圏史略　（創作） 

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

 

http://85358.diarynote.jp/201503240901357321/
https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs


…笑門来福！…☆　（＋１）。　（2016年11月4日）

…笑門来福！…☆　（＋１）。
2016年11月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】 

　笑う門には福来る。

　未来の話で鬼笑う。

　躍る阿呆に観る阿呆。

　同じ佐保なら

　笑わにゃ 尊 song ♪

　鬼はうきうき　福は内〜♪

　来ない福なら

http://85358.diarynote.jp/201611040948281235/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201611040948281235/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20161104/85358_201611040948281235_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20161104/85358_201611040948281235_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20161104/85358_201611040948281235_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M


　撃ち落とせｗ

…てなことで（前項コメント欄参照）９時間たっぽり眠って脳天が春爛漫な霧樹りすですよ〜♪

　（＾◇＾）／

　気の早いことですが、来年（〜以降）の、長期的展望というか、

野望と妄想のお話…！♪

１．小樽市長＆市民の総力でガンバレ！

　

　　【泊原発廃炉】が確定したら、

私の【広域札幌圏内定住】も決定するので…♪

２．心を落ち着けて、遅くとも来年中には「古資料」整理を終わらせて…☆

３．早ければ来年中には、

　「新原稿」書き直し総行脚（？）の旅というか、時間旅行？を開始し…♪

４．遅くとも再来年中には「投稿生活」を開始…！

５．遅くとも目標の６０歳（あと８年！）までに「プロ作家でびう」するッ！

（※…なんで６０歳かって…敬愛する「C.W.ニコル氏のマネ」です…♪）



６．そしてJ.K.ローリングぐらいの大金を稼ぐっ！（ｗ）

７．ニコル氏のマネをして、「私のアファンの森」を手に入れる！

８．大金管理と原稿トリタテ編集者の群れ対応係として…

　　⇒　アルパカ狼さんをスカウトして雇う♪

９．原稿と歴史の矛盾点「総 校閲 係」兼、
　　構成を考える時の「ブレスト係」として…

　　⇒　ミニサイズ大魔王エルさんを雇う！（＾＾）！

（…果たして最大の難関は、５でしょうか９でしょうか…そこが問題だ…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=r0lVgdmJ9c8
「最遊記外伝」×さ/く/ら/び/と 

（未来の私に「ごはん作ってくれる人」は、すでに見つけてあるしぃ…♪
　⇒mixiの銀英コミュの「シェーンコップ」のナカノヒト。ね…♪）

そしてたぶん、ニョゼさんやアルマンディン兄は、私がなんとかプロの物書きになれたあたりで

、ニヤニヤしながら、「真打ち登場！」みたいな顔して、

再会できるんじゃないでしょうか…

（たぶん鬼でアクマな原稿トリタテ編集人とか、アニメ化プロデューサーとか、きっとそんな役

https://www.youtube.com/watch?v=r0lVgdmJ9c8


回りだ…ｗ）

　…あぁ、妄想って、楽しいなぁ…♪♪

…　ｗ（＾ｗ＾）ｗ　…☆

https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw
【最遊記外伝】花篝り 

https://www.youtube.com/watch?
v=vDVBkUBs7Og&list=PLwPDL7XVsyQ8ZC43FnNpe4aV_fjfDt9iU&index=3&spfreload=1
最遊記×Alone 

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
昔のメンバーは跡形もないけど、再結成されても昔と変わらない。

ジェフ・リンは素晴らしい。

56秒でポール・マッカートニーが客席でスタンディング。
http://goo.gl/TFVT7Z 
ハイド・パークを埋め尽くす観客。

https://twitter.com/cmk2wl/status/794165910344855552

…かくありたし…☆彡

 
編集する

 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw
https://www.youtube.com/watch?v=vDVBkUBs7Og&list=PLwPDL7XVsyQ8ZC43FnNpe4aV_fjfDt9iU&index=3&spfreload=1
http://goo.gl/TFVT7Z
https://twitter.com/cmk2wl/status/794165910344855552
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201611040948281235


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日10:36

「夢なんて叶えるために存在するもんだ。

　諦めるために在るんじゃねェぞ。」

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日11:20
…あ、あと、「募集予定」の人材リストが…ｗ

☆「エコ掃除」の達人なメイドofオールワークスさん♪
☆「有機林業」の達人な雑木林と果樹園の管理人さん♪

☆「有機農業」の達人な家庭菜園と農園の管理人さん♪

☆「６次産業」の達人な農園と果樹園の加工販売さん♪

☆「農村観光」の達人なエコ宿と整体業の管理人さん♪

…「我こそは！」と思ったかたは、ゼヒトモ、わたくしがプロ作家になって大金持ちになって、
皆さんのスポンサーになれるくらい出世（？）するのを…

応援してて、くださ〜い…♪♪

　（＾＾）／

 
 
 

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


「…あ〜そっかぁ〜。ヘレナに雰囲気が似てる」んだ〜♪　（2016年11月25日）

（仮）

2016年11月25日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
さてと予定作業に進む前に「転生課題」ネタのメモを２つばかり…

☆「レイン・リリーさん」は、雰囲気と言動から推測すると、どうも間違いなく、「ソウルチー

ムメイトのひとり」っぽいな…？

…と、思っていたんですが…。

今日、家事をやっている時に気がつきました。

「…あ〜そっかぁ〜。ヘレナに雰囲気が似てる」んだ〜♪

参照：

http://76519.diarynote.jp/200705040401350000/
『　（The LORD of the Rings）　（7）　』　（＠中学2年以降。）
http://76519.diarynote.jp/200701030051570000/
『　☆ 略 年 表　−　第 一 部　（1）　』　（＠中2？）　

☆「エルさん」（⇒サキ・ラン＝アークタスのナカノヒト）は…

月収（手取り？）３０万円も出せば、職業作家になった私のブレイン係として、

「札束で横面をはたかれて」くれるらしいです…ｗｗｗ

（…なんて面倒臭い意思表示の仕方をするんだキミは…っｗｗｗ★）

…う”〜ん…月額３０万円ね……ボーナス入れて、年収４００万円台だね…まぁフツウだね…？

…ｗ（＾＾；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201611251555081732/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://76519.diarynote.jp/200705040401350000/
http://76519.diarynote.jp/200701030051570000/


…それにつけても「あの大魔王エルさん」を…ふつう（ていうか下限？）な、
たった年収４００万円で雇えるなら、ずいぶんお安い買い物ですが…ｗｗｗ

…ただし。（＾＾；）☆

そんな「夢未来」を妄想している私は、ここ２５年ばかり、

「年収１２０万円以下」でフツウに生活している、

筋金入りの、激貧なんですけど…ｗｗｗ

　…なにか…？

https://www.youtube.com/watch?v=_M4K5wk9DCM
林英哲　Eitetsu Hayashi & 木下伸市　Shinichi Kinoshita "-SHI-BU-KI-" 

…さて…。

机の上を片したら、原稿入力の続きに進みます…☆

 

https://www.youtube.com/watch?v=_M4K5wk9DCM


「苦とは、「苦しみ」のことではなく「思うようにならない」ことを意味する。」
　（2016年12月25日）

「苦とは、「苦しみ」のことではなく「思うようにならない」ことを意味する。」　（めも

のみ。）

2016年12月25日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU
FROZEN - Let It Go Sing-along | Official Disney HD 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月25日23:04

先ほど何とか無事帰投。(-.-;)

精神状態急激に悪化中。(-”-;)

まぁ自分をごまかして空元気で騒ぎ続けるにも限界がある。

(∋_∈)

最近は「クリぼっち」なる便利な造語があるらしい。

まんが読んで

ごはん食べて

はやく寝ます。(T_T)

愛別離苦：

http://85358.diarynote.jp/201612260701226894/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091913237/
https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E8%8B%A6%E5%85%AB%E8%8B%A6

＞苦とは、「苦しみ」のことではなく「思うようにならない」ことを意味する。

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E8%8B%A6%E5%85%AB%E8%8B%A6


（その後のハナシ）（2017年）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ …その後のハナシ… ）
（２０１７年）

 
 
 



（髪型と言動パターンが「うちの長女サキ・ラン」に似ている血液Ａ型キャラ）
　（2017年2月2日）

…番組の途中（？）ですが…ｗｗｗ
2017年2月2日 リステラス星圏史略　（創作）
 
 
「アップ済み未ファイル原稿」がないかチェックしていたら、

ついでに、こんなものを発見してしまいました…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201501021228069320/

医者の不養生。(^_^;)（違っ
2015年1月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

心のオアシスだった「ルーピン先生」が、お約束通りに(^_^;)一年で退職してしまわれ
た後の当直交代要員として赴任してきたマダム・ポンフリーが、新年２日目にして

病欠。(^_^;)

昨日から風邪声だったからなぁ…┐(’〜`；)┌

新たな心の潤いであると同時に、髪型と言動パターンが「うちの長女サキ・ラン」に

似ている血液Ａ型キャラなので…(^_^;)

いてくれないと暇な時にネタが拾えなくて淋しい(^_^;)

…あれ…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

ぃゃ、ぁの…

結局？

　サキ

⇒なかのひと「ミニサイズ大魔王エルさん★」

で、

http://85358.diarynote.jp/201702022012356132/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201501021228069320/


　マダム「ポわン」フリー

⇒アルパカ狼さん

⇒なかのひと「エリー」仮説。

…に、

…化けちゃってるんですけど？　現在…？？？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=WvTm_BhZdOE&list=RDLaTGrV58wec&index=4
2 UNLIMITED - GET READY FOR THIS (HD) HQ
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WvTm_BhZdOE&list=RDLaTGrV58wec&index=4


（設定資料）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 設 定 資 料 ）
 



（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 借 景 資 料 集 ）
 



（借景ＢＧＭ集）

 
（参照したければ資料）

　↓

http://85358.diarynote.jp/201602172044112401/
【 惚れ薬 晴れ薬 ♪ 】　（音 薬 函）
 
http://85358.diarynote.jp/201508040738457097/
まず必要なのはカボチャ…♪
 
http://85358.diarynote.jp/201504161039537059/
きみきみ、きみきみ…ッ！
 
http://85358.diarynote.jp/201504072122592991/
【変曲】天極 ♪　ｗｗｗｗ
 
http://85358.diarynote.jp/201503060026166008/
（＋１）　お〜おかみが来るぞ〜っ♪

 
http://85358.diarynote.jp/201503022121484332/
妄、よ想…。と思いつつ…ｗ
 
http://85358.diarynote.jp/201503012249204401/
「どうせダメなら酒呑んで寝よか。」…ｗ
 
 
http://85358.diarynote.jp/201502101641575059/
【悲しい恋の歌】 in A. 〜 just love songs
 
http://85358.diarynote.jp/201502101318123885/
【悲しい恋の歌】 in B. 〜 just love songs 〜
 
http://85358.diarynote.jp/201502101919028765/
【悲しい恋の歌】 in C 〜 just love songs 〜. …NO. I never paint RED, again ... Take another way.
 
 

http://85358.diarynote.jp/201602172044112401/
http://85358.diarynote.jp/201508040738457097/
http://85358.diarynote.jp/201508040738457097/
http://85358.diarynote.jp/201504161039537059/
http://85358.diarynote.jp/201504072122592991/
http://85358.diarynote.jp/201503060026166008/
http://85358.diarynote.jp/201503022121484332/
http://85358.diarynote.jp/201503012249204401/
http://85358.diarynote.jp/201502101641575059/
http://85358.diarynote.jp/201502101318123885/
http://85358.diarynote.jp/201502101919028765/


http://85358.diarynote.jp/201502090148346431/
「ベタあま」熱唱系。...just love songs...
 
http://85358.diarynote.jp/201502082349043497/
せつない。…just love songs...
 
http://85358.diarynote.jp/201502031134217443/
遠距離＋身分差＋壁だらけ。… just LOVE SONGS to BELIEVE MY WAY..
 
http://85358.diarynote.jp/201502021952321136/
【一曲追加】　かほご系〜 just LOVE SONGS 〜 「おまえならできるから、がんばれ！」　
 
http://85358.diarynote.jp/201502010900022884/
ぶきよう系。〜 just LOVE SONGS 〜　「どうしても、伝えたい気持ちがある」…。
 
 
http://85358.diarynote.jp/201410210842171519/
「けして敗けないつよいチカラをぼくはひとつだけ持つ」。

 
 
 
（☆　随時増殖中　☆）

http://85358.diarynote.jp/201502090148346431/
http://85358.diarynote.jp/201502082349043497/
http://85358.diarynote.jp/201502031134217443/
http://85358.diarynote.jp/201502021952321136/
http://85358.diarynote.jp/201502010900022884/
http://85358.diarynote.jp/201410210842171519/


（その後のハナシ…（－－；）…★）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（…参照したければ資料…）
　↓

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
（　就職・転職　）

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KUpcxdg2Iqs
Modena City Ramblers - I Cento Passi

 

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


奥付

 

リステラス星圏史略

古資料ファイル

Ω－Ｘ－没

（女神たちの転生課題）

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（仮題）

 

（！没！）

↑

（※２０１７年９月１２日、

「没」にしましたｗ）
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