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どなたか一緒に【脱被曝世界一周】（定住先を探す旅）に出ませんか？　（11月１日
）

http://85358.diarynote.jp/201411010046035351/

ゲンパツもセンソウもいらない。

2014年11月1日 ★戦争反対★ コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=yN4Uu0OlmTg
HAPPY XMAS (War Is Over)
- JOHN & YOKO THE PLASTIC ONO BAND
with The Harlem Community Choir
 

コメント 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月1日1:15
どなたか一緒に

【脱被曝世界一周】

（定住先を探す旅）に

出ませんか？

当方、

資金力ゼロですが、

生活力は自信あり。

最低限の英語力と、

勘と度胸と強運と、

貧乏耐性と環境適応力あり。
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http://85358.diarynote.jp/201411010046035351/
https://www.youtube.com/watch?v=yN4Uu0OlmTg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


「移住希望」が、「実現しない」わけだ…っ　（11月１日）

http://85358.diarynote.jp/201411010708507224/

「コスタリカ：火山噴火で住民避難」

2014年11月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

おはようございます。

０６：４８です。

バイトは早番。

昨夜の最終があれでしたので、

今朝の最初は当然これですね。

https://www.youtube.com/watch?v=xGXS2eDbOAk
Paul McCartney - Pipes Of Peace [Remastered]

まぁすでに全部聴いてる時間はないわけなんですが…。
（＾＾；）

微力を尽くしm明日.....(are?)

T.IRANO @TOHRU_HIRANO · 7 時間 7 時間前 
ホント、地球上の火山が活動期です

「コスタリカ：火山噴火で住民避難」

http://85358.diarynote.jp/201411010708507224/
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「地球は様々な地殻変動を繰り返しながら、現在の状態になったのだ」という事を、

地球に誕生して日の浅い人類は真剣に考える時なんじゃないかな。戦争なんてやって

ないで。

あああ…＜（００；）＞

「移住希望」が、「実現しない」わけだ…っ
 
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月1日7:09

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間 8時間前 

景気が悪い事を「天候が悪かったから」とか「連休が少なかったから、外食産業の業績が落ちた

から」とか言ってますけど、そうじゃないですよね。そういう要因よりも、現政権の「原発再

稼働、特定秘密保護法、集団的自衛権、様々な増税。」などなど、国民の声を聞かない「強引な

政治」が原因だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月1日13:39
「エボラワクチン ２００５年 開発」
「コスタリカ 首都から５０km 噴火」

http://85358.diarynote.jp/
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バイトは早番。脳ベクレ（内部被曝）で人格崩壊の人だらけでさながら症例報告会のご
ときである。　（11月２日）

http://85358.diarynote.jp/201411020647448746/
朝が喰らウサギ森。

2014年11月2日 音楽
　

おはようございます。

０６：４２になっちゃいました。

バイトは早番。

雪の予報だったのに外は１１℃もある。

降ってるのか降ってないのか判然としない雨模様の空。

日曜なのでちょうどいい時間のバスがありません。

どうやって通勤しようかな…（－－；）

起きれないのでこんなＣＤの＞

「音のチカラ」を借りてみるわけですが、

いちばん好きな「街角」という曲が悠宙舞で聴けないらしいと知ってちょっとショック…★（
－－；）★

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

そういうひとに、わたしはなりたい。

2014年11月2日 日常 コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=ia1HWtcQLwQ&list=PLJZzndOKd4tv1GgtfARoejGE54DzF56X4&index=5
荒野より / 中島みゆき [公式]
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月2日12:31
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全国すべて、これでもかというほど、脳ベクレ（内部被曝）で人格崩壊の人だらけでさながら症

例報告会のごときである。

日本も世界も現代文明と生態系はすでに崩壊している。

崩壊報告会。あ、ほ〜かい…。
…(ΘoΘ;)…┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月2日12:45
「島民で人体実験」

「人体も放射化する」

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月2日18:41
ロッカショ直近Ｍ４？(-_-#)
札幌もちろっと揺れた。

岩手県山形県で線量上昇。

札幌は不気味にナマアタタカイ。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月2日23:09
札幌の違和感11月02日の２３時の気温１４℃。
(-"-;)
予報は雪だったのに…(-_-#)

「南関東の１１月後半」装備で出掛けたら、源泉かけ流し帰りが汗だくでむしろ熱中症になりそ

うです…
(ノ-o-)ノ　┫
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411030847158804/

富山、石川、福井、岐阜、０.１μ超え。
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2014年11月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

広島、山口も高い線量。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間 4時間前 

【石川県 警報情報 2014年11月03日 04:36】
能登では、３日昼前から３日夕方まで高波に警戒してください。

［能登北部］波浪

なぜ、【被曝の情報】を、伝えないのだ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=ucE-
WsXNKGs&index=8&list=PLJZzndOKd4tv1GgtfARoejGE54DzF56X4

逃げろ。生きろ。子どもたち…
 

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/items/books-jp/4001145014/
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死んでたまるか。バイトに逝ってきまーーーす…　（11月３日）

http://85358.diarynote.jp/201411030901508404/

ミタコトノナイソラ。

2014年11月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

昨夜の源泉かけ流しにもかかわらず、気象条件の影響か、だるくてなかなか起きられず、すでに

０８：５７。バイト中番なのでもう時間がありません。

札幌の現在の天候は説明しがたい。

降雪予報だったのに気温１０℃。

降水確率５０％だったのに晴れ。

やたらめったらな突風が吹き荒れはじめ、一気に気圧がさがって、低血圧の私には正気を保つの

が難しい現状です。

さて。この条件下で、自転車通勤は、無謀かなぁ…？？

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間 3時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2014年11月03日 06:20】
留萌地方では、暴風や高波に警戒してください。

http://85358.diarynote.jp/201411030901508404/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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［留萌北部］暴風・波浪

［留萌中部］暴風・波浪

［留萌南部］暴風・波浪

https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM&list=RDv2SlpjCz7uE&index=2
一期一会 / 中島みゆき [公式]
 

死んでたまるか。

残り少ない？転生権なんだ。

後悔なんかしない。

最期まで、とことん生きて、見て、苦しみを娯しんでやる…！！！！！

（時計鳴った。バイトに逝ってきまーーーす…）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 http://85358.diarynote.jp/201411030905554179/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月3日10:36
おかしい。

ダルい。

自覚してるより

被曝量が上がっているかもしれない…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月3日10:38
「放射能に強いのは原核生物ですね」

てくまくまやこん、

てくまくまやこん…

https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM&list=RDv2SlpjCz7uE&index=2
http://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月3日15:50
苫小牧？Ｍ５級。

札幌は直下型的突き上げ揺れで震度２程度。

地震も線量異常も暴風も、列島北半に集中してますが…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月3日16:06
「漁港がとんでもないことになってる」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月3日20:15
北海道、とんでも乱高下線量。

愚かなるパンピ〜ずは、何も知らずに傘無しで吹雪にまみれとりしますよ…
（；‾Д‾）

…死ぬぜ、死んじまうぜ〜…っ

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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自分の甲状腺の機能異常コウシンが大問題。(-"-;)　（11月３日）

http://85358.diarynote.jp/201411032206064493/

札幌、大通公園０.０４８μ。

2014年11月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

高いと言えば普段よりは高いが、外気温プラス５℃もあるのに降りしきる不自然な乱れ牡丹雪に

ベクレ粉塵が叩き落とされてくれているので、呼吸がラク！

＼(◎◇◎)／

深呼吸して歌いだしちゃうくらい、呼吸がとてもラク〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月4日3:06
しかし気温５℃を暑いとか感じている自分の甲状腺の機能異常コウシンが大問題。(-"-;)

西日本目撃された火球とやらは隕石とどう違うの？

くそレイシストａｕがまたもや変更報道。ブラジルのルセフが何億人から支持されてると思って

んだ？ たかだか２５００人の「反対派」デモをわざわざ報じる？

じゃなんで日本の原発「反対派」は２５０００人でも報じないの？

（今月が解約月！次はソフトバンクにするさ〜！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月4日3:08

http://85358.diarynote.jp/201411032206064493/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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とりあえずさっきの異様な突風は、火球の衝撃波か…

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月4日14:25
火球は隕石の超でっかいの。と検索学習。

つまり地表に激突してたら

超ヤバかったと…
(・ω・;)(;・ω・)

ちなみに摩擦熱で光りだしたのは関西通過時らしいですが、私は札幌で、巨大な天空の衝突音（

たぶん大気圏突入音）と、そこから発した通過時の摩擦音と衝撃波音、ソニックブームの通過音

をライブで聴きました…

(‾○‾;)

…流星爆弾だったのか…！

ヽ（・＿・；）ノ

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


大脳新皮質はどこ逝った？ワニの間脳しか動いていないぞ？　（11月４日）

http://85358.diarynote.jp/201411041242598210/

超大漁！１０本＠２００円！

2014年11月4日 労働／対価　 コメント (5)
卸売りスーパー北郷店♪

(‾ー+‾)ｂ

今日はお休み。

札幌は晴れてくれたけど線量も低いけど、ものすごい偏西風の強風。

１本２kgはある立派な道産大根が、ちょっと葉っぱが萎れてるというだけで、なんと

１０本で２００円！(＠o＠)！

…と…、(^_^;)

大喜びで買ったはいいけど、自転車の荷台に

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月4日20:40
ノーベル賞受賞者と元職場の、同じニュースをヤフーは美談として報じ、ａｕは下卑た醜聞に歪

めて報じる。

ａｕ携帯のニュース編集員は、定時の定例更新も出来ない無能な上に、人間が卑しい。

(-"-;)

（今月中に解約！）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月4日21:09
昨夜は火球たらいう巨大隕石。

今夜は満月。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月4日21:13
「フレア デリンジャー現象 クック諸島 直撃」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月5日1:10
大脳新皮質はどこ逝った？

ワニの間脳しか

動いていないぞ？(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月5日6:37

「それは今日かも知れないね」

札幌から見て東の地平に

雲ひとつない夜明け。

耳がおかしいかと思うくらい

「静か過ぎる」

http://85358.diarynote.jp/
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「働くパワー　ぜんぶカラダのメッセージ！」　（⑪月５日）

http://85358.diarynote.jp/201411050905076967/

「働くパワー」…！
2014年11月5日 音楽 コメント (3)
　

てなわけで、実際には、昨日から

家事の合間のＢＧＭに聴いているのは

これですよと…＞
http://www.youtube.com/watch?
v=8XrH8TpTURM&list=RDGObJugOgB90&index=6

いや本当！歌ってるから！

「働くパワー　ぜんぶカラダのメッセージ！」って…ｗｗｗ

（おや（＠＠；）デズニーライオンのサントラだったのね〜☆）　

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間 1 時間前 
ETS8 MAMリアルタイム
静止軌道上の磁場（磁気嵐）

http://seesproxy.tksc.jaxa.jp/fw/dfw/SEES/Ja

T.HIRANO@TOHRU_HIRANO 
気をつけて下さいね。

山形と鳥取の線量がおかしいです。雨が降れば「ビスマス」で線量は上がるけど、そ

れは（0.04〜0.05μSv/hの程度の上昇）だけど、それ以上の上昇がある。なんらかの
プルームを検知したのだろう。

新宿次郎さんがリツイート 
Ebolanlan @tamaning · 10時間 10時間前 
シエラレオネで新たなエボラ拡散、これまでとは別の感染連鎖の恐れが高まる

Fresh Ebola outbreak in Sierra Leone raises fears of new infection chain
http://www.theguardian.com/world/2014/nov/04/ebola-outbreak-sierra-leone …

http://85358.diarynote.jp/201411050905076967/
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http://www.theguardian.com/world/2014/nov/04/ebola-outbreak-sierra-leone


cmk2wl @cmk2wl · 8 時間 8 時間前 
「私達が大衆に見せるものがすなわち現実だ。 彼らはそれしか知らないし知る必要も
無い。 彼らに見せなければそれは存在しないことになるのだ。」
ロシア プーチン大統領

cmk2wlさんがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 11月3日 
取り出し作業終了　第一原発４号機使用済み核燃料　経産相初の視察

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2014/11/post_10948.html …
バラバラになってブルドーザで地下に埋めた燃料を、どう処理したというのか？

永久に近づくことさえできないのに

http://www.asyura2.com/13/genpatu34/msg/761.html …

http://www.youtube.com/watch?v=VmweniqDCDg&list=RDGObJugOgB90&index=8

     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月5日9:07
「それは今日かも知れないね」

札幌から見て東の地平に

雲ひとつない夜明け。

耳がおかしいかと思うくらい

「静か過ぎる」 

「フレア　デリンジャー現象」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2014/11/post_10948.html
http://www.asyura2.com/13/genpatu34/msg/761.html
http://www.youtube.com/watch?v=VmweniqDCDg&list=RDGObJugOgB90&index=8
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2014年11月5日10:22
あたま完全に停止中。

何を書こうとしてたか完全に忘れた。（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月5日10:23
あ、そうそう。

生まれ育った古巣の横浜から、

ハマ銀が、消えるらしいです…
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411052324196915/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月5日23:31
解明されていない世界の謎 @kaimei_nazo · 2時間2時間前
 
【クマムシの謎】

この地球上で最もタフな生物と言われており、

2008年には宇宙旅行から
無事生還したことでも知られている。

ありとあらゆる環境に生息し、

水がなくても120年は生き
地球滅亡後の生存確率ナンバーワン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月5日23:40
さて。

「ある朝目覚めたら、桐木ザムザりすはクマ虫になっていた」…ｗ
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を目指して、寝ますわｗｗｗ

(;_;)



札幌は咳とクシャミの嵐。コーヒーうがいで予防線。　（11月６日）

http://85358.diarynote.jp/201411061558073153/

「パンが無ければ

　コロッケを食べればいいじゃないの」ｗ

2014年11月6日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (3)
　

勝手に決まるシフトと、

自分スケジュールの調整の都合で、

いつもの美味しい半額菓子パンを確保し損なったので、

試みに昨夜入手した半額惣菜のコロッケを持って来て昼飯きしたところ、

食いでがあって大変具合がよろしい。

(‾ー+‾)ニヤリ

東光ストアの惣菜コーナーは当たりハズレの落差がデカクテ油断ならないのだが、

この網走産シールの点いてるやつは、大抵美味しい。

o(^-^)o
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月6日16:19
「悔しかったら網走湖まで

 いらっしゃ〜い…♪」

札幌は咳とクシャミの嵐。

コーヒーうがいで予防線。

http://85358.diarynote.jp/201411061558073153/
http://85358.diarynote.jp/201411061558073153/
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(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月6日22:07
札幌は一雨降って、

22時00分の外気温が１２℃。
(‾○‾;)
むしろ異常高温。

明日（今から２時間後）の予想最高気温５℃って…
(・ω・;)(;・ω・)

今から２時間以内に、ナニが起こるわけ…？？

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月7日12:33
たしかに今は外気温５℃だわｗ
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昨日の朝が１７℃だったのに、なんで今朝はマジで５℃しかないの〜っ…　（11月
７日）

http://85358.diarynote.jp/201411071700445320/

あんぐら・バングラ・あんらく・ミックス♪

2014年11月7日 音楽
　

おはようございます？

１２時間遅れになってしまいましたが、まだ地球の裏側のブラジルとかには辿り着いておりま

せん。

札幌です。（＾＾；）

昨日の朝が１７℃だったのに、なんで今朝はマジで５℃しかないの〜っ…と、布団に逆戻り。途
中一度、いちおう起きだして、窓半開にして埃を追い出しながら床掃除…なんかはしたんですが
、室温１２℃あったのが９℃まで落ちた時点で、再び窓閉めて、雨は降ってないけど日射もまっ

たく無いため天然加温効果は期待できないので諦めてストーブ点けて、再び部屋が暖まるまで布

団に潜り込んで音楽を聴いていました…

　ｗ（＾□＾；）ｗ

…で、聴いてたＣＤは古すぎてマイナーすぎて？検索しても悠宙舞にないみたいです。

ジャンルとしては、このへんなんですけどね…
http://www.youtube.com/watch?
v=IdNpgpFWV9k&list=PLlcuog6Fh0XsmP5FGzVXKS2kh4HwW18Ye

こんなのコジャレた「世界に認知されました」な編曲じゃなくて、もっと民族独立復権！運動

的な、アングラ・バングラな時代のパワフルではっちゃけた曲なんだが…

まぁ、暇ヒマに検索してたら、そのうち発掘できるかしらん…

　ｗ（＾＾；）ｗ

てなことで、何故か４連休の初日。１２時間遅れですが、予定のデスクワークをやりまーーす…
☆

http://85358.diarynote.jp/201411071700445320/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://www.youtube.com/watch?v=IdNpgpFWV9k&list=PLlcuog6Fh0XsmP5FGzVXKS2kh4HwW18Ye


おッ♪（＠ｗ＠）♪

近いのあったっ…♪♪
http://www.youtube.com/watch?v=cdMgju81v2o

この辺だねぇ♪　いいねぇ…♪
http://www.youtube.com/watch?v=d7oXqWLPMcM&list=RDcdMgju81v2o&index=8
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411071717452327/

「札幌「よさこい」ダンサーズへの挑戦状ｗｗ

ｗ　（増殖中ｗ）

2014年11月7日 音楽 コメント (2)
なぜか脱線するｗｗｗ

札幌よさこい踊り常連衆！

ある意味「世界極限」の脚力を要するコレを…

きみは、踊れるか…？？

http://www.youtube.com/watch?v=8EnZc7xjWwA&list=PLJylHIjaHZLkfHhqhxsUuEqu7v10Z2q6f

あ？「サッポロシティ」って言ってる！

http://www.youtube.com/watch?v=i8nYqZ3_hUA&list=PLJylHIjaHZLkfHhqhxsUuEqu7v10Z2q6f

ぅっひょ〜ぅッ！（＠ｗ＠）！

http://www.youtube.com/watch?v=c4mNd-ZyB9s

http://www.youtube.com/watch?v=ZTp_-rSfJmM&list=RDc4mNd-ZyB9s
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月7日17:21
…むしろストリートダンサーズのほうが
チャレンジしたがりそーだな♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月7日17:48
２曲目、

「サッポロ土建」？のダンスチームのお兄ちゃんずとかが、

ボンタン服きて、

黄色と黒の安全バー持って踊ったら、

サマになるんじゃないかー？
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目標！無事故で生還！　（11月８日）

http://85358.diarynote.jp/201411080715519356/

旅りすせんとや生まれけん。o(^-^)o
2014年11月8日 旅行
札幌迷物？信号待ちに引っ掛かりまくって駅着がギリギリに。

(^。^;)
コンビニ寄る隙がなくて、切符は買えたけど、手持ちの予備費が少々ココロモ

トない。

…目標！無事故で生還！
(^o^)／
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411080755487522/
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月8日10:22
 
 
やはり倶知安を過ぎた辺りから、

いわゆる広域札幌圏よりセシウム臭が酷くなり、顔の皮がチクチクする。(-"-;)

被曝過敏症の私は、もはや内地はおろか函館にも大沼にも行けない。

【サッポロ結界】から出られる最期の機会だったと思う。

(-_-#)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411081056331749/
めも。

2014年11月8日 旅行

http://85358.diarynote.jp/201411080715519356/
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ローカル線の地位におちて久しいとは思うが、痩せても枯れても函館「本線」と名がつくだけあ

って、廃線になる心配は少ないらしく、そこそこの乗降客数と、本数もそれなりにあるので、結

構この路線は「自動車なくても、りすでも棲める」んだけどな〜

（泊原発さえ、無ければ…！）

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141108/85358_201411081056331749_1.jpg
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りすはここに棲みたい♪　（11月８日）

http://85358.diarynote.jp/201411081205529106/

絶景かなッ♪o(^-^)o
2014年11月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ニセコを過ぎたあたりから

空気のチクチク感が減り、

黒松内はお天気最高、

大気も許容範囲内の正常さ。

(*^_^*)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411081235356937/

りすはここに棲みたい。

2014年11月8日 環境は、生命圏で、生存権。
（注：天然記念物指定エリア内ｗ）

 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411081315241853/

りすの前に道はない。(^。^;)
2014年11月8日 旅行
あっという間に終わってしまった…
(・ω・;)(;・ω・)
http://www.kuromatsunai.com/gyousei/buna_plan/northern_limit/utasai.html

ちなみに、「見ごろ季節」は、完全にはずしてました…ｗ
http://www.bing.com/images/search?
q=%e6%ad%8c%e6%89%8d%e3%83%96%e3%83%8a%e6%9e%97&qpvt=%e6%ad%8c%e6%89%8d%e3%83%96%e3%83%8a%e6%9e%97&FORM=IGRE
（あッ♪　りす画像、発見♪）

 
（しかし実に「わたし好み」の…
　ヒトケがなくて、静かで、最高な、

　ちょうどよい「末枯れぐあい」でした…♪）
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ちなみに超危険ＭＯＸ泊原発から２０kmくらいの、超絶危険地帯です。　（11月８日
）

http://85358.diarynote.jp/201411081357317539/

♪　道は続くよ、先へ先へと…　♪
2014年11月8日 読書 コメント (7)
参照

＞基本はこれです。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~midearth/bessatsured/songs/road1.htm

道はつづくよ、先へ先へと

ドアよりいでて、つづいてく

ずっと先へとのびてゆく道

足の続くかぎり、辿ってゆこう

くたびれた足でどこまでも

もっと広い道へ出会うまで

たくさんの小道と、するべき務めが出会う道へと

それから先はどうしようか？わからないけれど

＞それで、ミドルアースを移動するときには、これを歌うのが決まりなわけよ。これ

が歌えないと、旅しちゃダメなの。わかった？ 

極論ですねｗ（言い切りやがったなｗｗｗ）

（ちなみに私のアタマのなかでリフレインし続けているのは、

「瀬田貞二訳版」です…ｗ＜トシがばれるｗ）

道はドアからずーーっと続いていって、そのうち広い道に出る。そこはたくさんの道

が交わっていて、いろんなことが待っていて、それは自分が出会うべきものなんだ。

その先どうすればいいのかはわからないけど、行かなきゃ。

やっぱりこれは指輪のテーマソングなんだなぁ。　

指輪の世界だけじゃなくて、いろんな人のテーマソングになると思うな。
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月8日16:49
ちなみに超危険ＭＯＸ泊原発

から２０kmくらいの、
超絶危険地帯です。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月8日19:06
無事これ銘りす。

とりあえず小樽まで帰投。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月8日19:25
アウェイは定刻通りにするする行ってするする帰って来たのに、地元の白石駅で人身事故とやら

で小樽駅がパニくり中ｗ

σ(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月8日21:14
今朝なぜか、

最寄りの白石駅を使わずに、

札幌駅まで自転車で出た

私のカンの良さを

誉めて褒めてっ♪

(‾ー+‾)ニヤリ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月9日10:47
上記訂正。泊原発から２０km圏内はニセコとかの「不自然なアウトドア・スポーツ」を娯したが
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るカネモチえりあで、黒松内は「５０km圏内」だった…

「泊原発からの危険度」は、札幌市内の南西部と大差ないのか…

（「札幌より太平洋（震源域＋フクイチ汚染）に近い」

　ってリスクはでかいけど。ね…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月9日10:49
そして。

「まっすぐ道は行き止まり。

　いったん引き返して、

　今まで通らなかった、未知へ進め！」という…

カミサマからの最近のオツゲ「そのものの体現コース」でありました…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日9:07
♪　道は続くよ、先へ先へと、

　戸口よりいでて、先へと続く。

　そこから先は、私は知らぬ、

　私は知らぬ…　♪

中学２年の時に前２節だけ即興で作曲（？）して、

そのまんま放置と忘却だったのに、

昨夜、「ほぐわーつ」からの帰りに突然、

後ろ２節のメロディもできて、

無意識に
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歌いあげておりました…

いよいよやっぱり、「南米大陸で吟遊詩人」かな…♪



ちなみに実の父に包丁や火のついたフライパン振り回されて育った私はそこらのまるで
肝の据わってない去勢なチンピラなんか全く怖くありません。　（11月８日）

http://85358.diarynote.jp/201411082344266180/

警察沙汰。(-_-#)
2014年11月8日 日常 コメント (4)
　

アパートの下の階の違法駐車の迷惑行為住人が逆ギレして、帰宅してきた私の前を遮って部屋に

入れないようにしやがって、

「オレの目障りだから自転車をヨソにやれ」とか夜中に騒ぐので、近所の交番に泣きついて、部

屋に入るまでエスコートしてもらったなう。(-_-#)

ヤクザだあれチンピラだ。

お巡りさんの前でわざとタバコふかして、煙をハキカケテたもん…
(ノ-o-)ノ　┫
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月8日23:45
盛りだくさんなイチニチでした…
(-"-;)

寝ます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月8日23:55
ちなみにイレズミしてた。

完全ヤクザ。
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http://85358.diarynote.jp/201411082344266180/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月9日0:16
ちなみに実の父に包丁や火のついたフライパン振り回されて育った私はそこらのまるで肝の据わ

ってない去勢なチンピラなんか全く怖くありません。

(^_^;)

怖いのは、うっかり自力でチンピラを撃退しようとしたりして、ご近所さんにヤクザよりコワイ

ブチ切れキリギリスの本性がバレてしまうことですわ…

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月9日0:20
でもこんな平和な？揉め事してられるのも、秘密ホゴ法凶行の１２月まで。だろうなぁ…

（道警はむしろチンピラヤクザのミカタに決まってる。(-_-#)
私なんかあってまに捕まって

無裁判でフクイチ送りか…
。。。(〃_ _)σ‖
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若いけど喫煙者だから、どうせ私より先に被曝で死んじゃう。　（11月９日）

http://85358.diarynote.jp/201411090729048805/
（11月09日）ツイッタめも。
2014年11月8日 日常

「植物の根　ウランを溶出」

 
「福島は毒性の強いMOX燃料」

若いけど喫煙者だから、どうせ私より先に被曝で死んじゃう、ばか階下と

 
ムダな抗争をするひまがあったらむしろ札幌内（南区）転居にでもエネルギーを振り向けるべ

きか？

 
近隣迷惑チンピラを放置するのは世のためにならないか？

 
どうせあと半月で自転車は屋内撤収するし、

 
仮に全面徹底抗争かましてムダにバカ階下を追い出しても、

 
「床暖房」が切れて私が損するだけだしねぇ…
 
(∋_∈)
 

http://85358.diarynote.jp/201411090729048805/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201


ここはひとつ穏便に、非暴力かつ迂遠な「外交手腕」を発揮しようじゃないか…
　（11月９日）

http://85358.diarynote.jp/201411091129351988/

「勝てないまでも負けないタタカイ」（＾

ｗ＾；）

2014年11月9日 日常 コメント (1)
　

昨夜の「警察沙汰」の続き…。
http://85358.diarynote.jp/201411082344266180/
http://85358.diarynote.jp/201411090729048805/

うむ。自分であんな低レベルなチンピラ馬鹿を相手にしているほど、

時間を粗末にできない。

（＾へ＾＃）

ここはひとつ穏便に、非暴力かつ迂遠な「外交手腕」を発揮しようじゃないか…

てことで。

「近所迷惑しないようにオトナシクさせたいけど」

「ヘタに追い出すのは経済的に損」という点で、

利害がほぼ完全に一致（＾ｗ＾；）している「管理会社」（家賃収入者）に、

「丸投げ。」で…

（ってことで、月曜になったら会社に苦情の電話…！）

（この項、今日は終わり。）＜希望。

 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201411091129351988/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201411091129351988/
http://diarynote.jp/items/books-jp/406328798X/
http://85358.diarynote.jp/201411082344266180/
http://85358.diarynote.jp/201411090729048805/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月9日20:14
階下のバカども、

またもや

飲酒運転で帰宅。

ひとしきり私の自転車ネタで

住宅地の道路で騒いだ挙げ句、

飲酒運転で、

どこかへ遊びに去った…
(-_-#)

ああいうやつらが、そのうち

他人巻き込んで事故死するんだよ…ッ！
 

http://85358.diarynote.jp/
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当初の（バイト休み確保時の）予定だったはずの無料コンサートを１時間間違えていて
１０分遅刻。　（11月９日）

http://85358.diarynote.jp/201411090955183321/

「おめざ」の一曲♪

2014年11月9日 音楽
　

あらためまして、おはようございます。

０９：５１です。

なぜか自然発生？した４連休の３日目。

天気は快晴。

一昨夜洗って、昨日まだ乾いていなかった洗濯物が、天日を浴びて風にそ

よいでいます。

てなわけで朝のお目覚めに、

この曲。＞

http://www.youtube.com/watch?v=nJyy8SenO30&list=RDn87tkPKbXMo

malavoiは聖蹟桜ヶ丘のブックセンターいとうで、１０５円で見つけては買っていたのを何枚か持
っていて、とても気に入っているバンドなのですが、繰り返し聴いているうちに、さすがにこの

デビューアルバム？はまだまだ演奏技術が未熟というか稚拙であったことが耳障りになってきた

ので、他の円熟してきた時代のＣＤだけ残して、これは処分しましょうかね…

悠宙舞で、聴けるうえに観れる！ことですしね…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411091151029879/

ぅお♪　最高！（＠◇＠；）！

2014年11月9日 音楽 コメント (2)
これね。＞http://85358.diarynote.jp/201411091033437622/

http://www.youtube.com/watch?v=ybZINoDv8I8

http://85358.diarynote.jp/201411090955183321/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://diarynote.jp/items/music-jp/B000064RWS/
http://www.youtube.com/watch?v=nJyy8SenO30&list=RDn87tkPKbXMo
http://85358.diarynote.jp/201411091151029879/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201411091151029879/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4566023710/
http://85358.diarynote.jp/201411091033437622/
http://www.youtube.com/watch?v=ybZINoDv8I8


       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月9日13:14
当初の（バイト休み確保時の）予定だったはずの無料コンサートを１時間間違えていて、指輪を

途中で切り上げて慌ててチャリって来たけど開演に１０分遅刻。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月9日13:21
悠宙舞にハマって以来、

今夏のＰＭＦ以前ほど

「どさ回りや素人衆の生演奏」に、

もはや期待や感動を

持てなくなっている自分を自覚…
(・ω・;)(;・ω・)

会場の前にいるんですけど…
(^_^;)

これにて貧乏の極限だった私の「タダほど素晴らしい音楽はない」時代に別れを告げて…
「無料ならとりあえず聴きに行く」じゃなくて、

会場に音楽を聴きに行く時には、

プログラムを厳選してチケット買って、時間を事前に確認して正装して出かける。

階級に…
自分を、セルフメイドします。

 
(^ｗ^)／

http://85358.diarynote.jp/
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スープとパスタにグラスワインつけて７００円。　（11月９日）

http://85358.diarynote.jp/201411091751484385/

にいてむとるた。

2014年11月9日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (2)
タイトルの意味ないしょ。

(^_^;)

何か昨日から「予定と違う」にどんどんずれていく…
(・ω・;)(;・ω・)

ま、結果オーライ！(^。^;)

（サイゼリアの玉ねぎスープは２９９円でコバラいっぱいで、高カロリー…(^。^;)

ダイエットの敵！ｗ

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月9日18:02
スープとパスタに

グラスワインつけて７００円。

(‾ー+‾)

前菜つけてプチブルコース料理にしても1000円♪

という貧民の贅沢が楽しめる♪

高幡不動のサイゼリアには週一くらいで通ってましたが…
(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201411091751484385/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
http://85358.diarynote.jp/201411091751484385/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141109/85358_201411091751484385_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


札幌では遠くに１軒しかなかったの。(^_^;)

近所にできてくれて嬉しい♪

o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月10日1:01
札幌は本降りの雨。(-.-;)
じわじわ高い線量。

変に高い気温。

フクイチまた悪化している模様…
(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/
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２人分の朝ごはんが税込３５０円で食べられる店。　（11月10日）

http://85358.diarynote.jp/201411101058456104/

２人分の朝ごはんが税込３５０円で食べられ

る店。

(‾ー+‾)ニヤリ
2014年11月10日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
少食女子なら

おなか一杯サイズの

小さめカレー丼と、

けっこうボリュームある蕎麦の

モーニング限定セット、

午前１１時まで。

o(^-^)o

私ゃひとりで喰うから太る…。

σ(^◇^;)。。。
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月10日11:14
coop北郷店からブクオフ
通り過ぎた先の「ゆで太郎」☆

http://85358.diarynote.jp/201411101058456104/
http://85358.diarynote.jp/201411101058456104/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
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早番。ゴミ捨てて、めし食って、バイトに逝ってきますわ…★　（11月11日）

http://85358.diarynote.jp/201411110653231415/

自分で判断するしかない。

2014年11月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（承前）

cmk2wl @cmk2wl · 19 時間19 時間前 
短い一生の中で、原子炉、燃料、あらゆる放射性物質、環境での化合物と循環、健康

に与える影響、遺伝子に与えるダメージの、その全てがわかってる人なんているわけ

がない。みんな断片的な知識でしかない。

専門家は ”専門性” の中にちょこんと座ってるだけで、全体が見えてるわけじゃない。

cmk2wl@cmk2wl 
専門分野はどんどん細分化されていて、垣根を乗り越えることはできない、そこしか

見てないと大学研究者。福島原発事故を透徹した目で、一貫性のある理論と、全体を

あまねく俯瞰して見れる人などいない。チェルノブイリや核実験から自分で判断する

しかない。「逃げなさい」などと言ってはくれない。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間 10時間前 

http://85358.diarynote.jp/201411110653231415/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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今でこそ自由、平和、平等、人権とか言われているけど、ほんの少し前までは人間も

動物社会だった。世界中が殺戮と収奪、奴隷支配。江戸初期に比べれば後期でもかな

りまともになってきている感じがあった。

なのに、また歴史が戻ろうとしている。中世の暗黒時代。

押し戻せるかどうか…。

cmk2wl @cmk2wl · 16 時間16 時間前 
甘蔗珠恵子 『まだ、まにあうのなら 』1987年
１９年後の手紙

・・・科学者は、もう間に合わないだろうと悲しい予測をしていますが、私は「まだ

、まにあう」と思っています。何を根拠に？それは「いのちの知恵」を信じるが故

です。

cmk2wl@cmk2wl 
ヒトは必ずそのことを知り、その方向（原発をやめる）に転換してゆくと信じている

からです・・・

甘蔗さん、残念だった。

http://www.youtube.com/watch?v=FZNqs0YgWkM&list=RDybZINoDv8I8&index=3

cmk2wl @cmk2wl · 9時間 9時間前 
化粧品の中には、放射性物質を包摂化合するものもある。

細心の注意を払ったほうがいい。

もちろん化粧品そのものも。自分の甲状腺を守りたければ。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月11日6:54
さて。（－－；）

時計が鳴りました。

バイト早番。

http://www.youtube.com/watch?v=FZNqs0YgWkM&list=RDybZINoDv8I8&index=3
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


全地球的に「ケツに火がついている」のを承知しているはずの私が…

ゴミ捨てて、めし食って、バイトに逝ってきますわ…★
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411110657566906/

いいわ。じゅうぶん生きたわ…ｗ
2014年11月11日 笑い コメント (1)
http://www.youtube.com/watch?v=BgAlQuqzl8o&index=4&list=RDybZINoDv8I8
 
        

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月11日13:40
「太陽フレアは過ぎ去った」

「エボラ バンドエイド」

http://85358.diarynote.jp/201411110657566906/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=246
http://85358.diarynote.jp/201411110657566906/
http://www.youtube.com/watch?v=BgAlQuqzl8o&index=4&list=RDybZINoDv8I8
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うすどんよりと曇った11月の札幌の出勤日の朝は、「起きれない」。　（11月12日）

http://85358.diarynote.jp/201411120806202685/

＠こんくりぃと・ジャングル・オブ・のんジ

ョイ。

2014年11月12日 音楽 コメント (1)
　

おはようございます。

ＰＣ画面を立ち上げたのは０７：５７。

今朝のおめざめＢＧＭは大好きな、これでしたが…
https://www.youtube.com/watch?
v=08g3cJnujJw&list=PL93KnGothtrktl2nZPUCreizZ6YjwgBYy

うすどんよりと曇った１１月の札幌の出勤日の朝には、「起きれない」ということが判明…

ｗ（＾へ＾；）ｗ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月12日8:10
ありゃ？（＠＠；）

ＤＮいきなり「メンテ中」表示…

（＠＠；）地震？？？？

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411120841011285/

コメント

http://85358.diarynote.jp/201411120806202685/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201411120806202685/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月12日9:01
cmk2wl氏のカキコミが２４時間、途絶えている…
何故だ？？？

cmk2wl @cmk2wl · 24 時間 24 時間前 
F・ダッチマン風 　いつまで騙され続けるんだよ。目の前に情報だってあるだろう。物理現象なん
だぜ、否認してどうにかなる問題じゃないんだよ。小さなちいさな機関銃の弾で、DNAが射抜か
れてるんだぜ。安全だって言うやついるよね。そいつらあんたの足引っ張ってるだけなんだよ。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411120856016634/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月12日10:22
ニホン世論の９割が脱原発だとか。

ほんとかよ？

マジなら

葬科学怪人と

欺民盗淫を

今すぐ辞めろ。

不正選挙のカラクリを知る者は

内部の真相を世に暴け！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月12日10:39
？

茨城県で地震、

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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深さ７０kmで
Ｍ４で

震度４？

なんかおかしい。(・_・)......?

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月12日15:55
大台ヶ原で深発地震。

吉野も熊野も人類は見棄てたかな？

札幌にいても、あと５年したら健康（労働可能）人口は半減、

総人口も「何割」という率で、激減するだろうことが判る。

１０年後には生きてないこと確実な、食ベクレと喫煙ベクレ者だらけだ…

(ノ-o-)ノ　┫
 

http://85358.diarynote.jp/
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とりあえず前向きに努力するしかないじゃん。　（11月13日）

http://85358.diarynote.jp/201411130829039406/

「なんにも知らないやつは可哀そうだな。」

2014年11月13日 音楽
　

被曝して死ぬ。

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

「出なくちゃだめ！」

https://www.youtube.com/watch?v=imLhVssHJec&list=PL83E5979ECF8D93D9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eMxjD1rdd00

このＣＤは、世界のどこへ逃げる時でも、持って行こう…

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=WaZ7dh5zrmw

ココロのササエに。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411130943588997/

「あんたが努力するより先にあきらめて、後悔

しない性格ならいいけど。」

2014年11月13日 読書
　

忘れてた。これね。＞

http://85358.diarynote.jp/201411112257582366
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http://85358.diarynote.jp/201411112257582366


 
「努力するって、とりあえず前向きに努力するしかないじゃん。

　あんたが努力するより先にあきらめて、後悔しない性格ならいいけど。

　俺が知っているあんたは、負けずぎらいでスゲーしつこいよ？」

　…どうも、「津守時生（多戸雅之）氏の描くキャラは、他人とは思えない…ｗｗｗｗｗ

（関係ない、一曲オマケ☆）

　https://www.youtube.com/watch?v=ART7Rc-mX9c
 

https://www.youtube.com/watch?v=ART7Rc-mX9c


現在キゲンがハイホー（－－＃）なのは、ご理解いただけるかと思います…★　（11
月13日）

http://85358.diarynote.jp/201411130956055810/

「放射霧」？？

2014年11月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

現在キゲンがハイホー（－－＃）なのは、ご理解いただけるかと思います…★

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間 12時間前 
福島原発１号機からの風の流れ。

今夜、12日の22時ごろから、早朝にかけて、複雑な動きをしながら北海道方面を直撃
する予測が出てます。１号機（高線量の瓦礫あり）の屋根を２枚、外してますので、

念の為、注意した方が良いと思います。

特務機関NERV @UN_NERV · 20 分 20 分前 
【胆振・日高地方 警報情報 2014年11月13日 09:31】
胆振、日高地方では、１３日夕方から１４日明け方まで暴風に警戒してください。

［胆振中部］暴風

［日高東部］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間 5時間前 

http://85358.diarynote.jp/201411130956055810/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201411130956055810/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141113/85358_201411130956055810_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141113/85358_201411130956055810_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141113/85358_201411130956055810_3.jpg


【北海道地方 気象情報 2014年11月13日 05:06】
日本海側と太平洋側西部は、１３日昼前から１４日にかけて、西の風が非常に強く海

は大しけ。暴風や高波に警戒してください。また、日本海側の峠や山間部を中心に、

１４日にかけて大雪による交通障害に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間 1時間前 
【地震情報 2014年11月13日】
08時37分頃、根室半島南東沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、
地震の規模はM3.9、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配
はありません。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間 2時間前 
（中の人）

NHK総合テレビ「NHKニュース おはよう日本」で、現在のさいたま市の様子が取り上
げられています。放射霧という現象だということです。

なんだ富山のこの断線？？（＝＝＃）

福井や岐阜も高い…。
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月13日10:58
線量高い雨に濡れたくないからバス通にしたのに、けっきょく晴れている…
(-"-;)

（降水確率６０％！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201411130956055810
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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2014年11月13日11:26
降りだした。

雪。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月13日11:35
一瞬で吹雪。(・_・;)
急速凍結で底冷えする。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月13日11:45
一瞬で晴れた…
(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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本日の業務報告。「リータ・スキーターうざ。」　（11月13日）

http://85358.diarynote.jp/201411132127437893/

すでに吹雪。┐(’〜`；)┌
2014年11月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

積雪４cm。
関東なら交通全滅レベルw

気温は高め、

線量も高め。(-_-#)

でも吸気ベクレは減る見込み…

(^_^;)

本日の業務報告。

「リータ・スキーターうざ。」

以上。(^_^;)

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月13日21:34
先日、カミサマが、「偶然」

シーズン終わり半額で買わせてくれた、ツナギ型のウインドブレーカーをリュックに常備してい

たので、緊急防寒防湿対策は問題なし。

http://85358.diarynote.jp/201411132127437893/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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でもやっぱ、空気のベクレが酷いわ…(ToT)

げほげほ。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月13日21:44
気温は高いのに雪。

札幌なのに水気の多い、

不自然な粘り気のある雪。

(-_-#)

昨シーズン、関東を沈めたのと同じ、

「フクイチ粉塵大放出」対策の人工（ケムトレイル）降雪災害なのは、間違いないと思う…

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月13日21:51
新潟、富山、

石川、福井、

岐阜、

広島、山口。

生物の棲む環境じゃねぇなぁ…

http://85358.diarynote.jp/
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三半規管がヤラレタ説に一票。　（11月13日）

http://85358.diarynote.jp/201411132202511366/

２５人に一人がガンで死ぬ。

2014年11月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

関東のコドモ、

現時点でまだ甲状腺が無事なのは３分の１。

２５人に一人がガンで死ぬ汚染状況。

…あくまでも、
「現時点までの汚染度だったらまだこれで済んでた」数値。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411132230075159/

さらに地震。ヽ（・＿・；）ノ

2014年11月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

札幌は震度２くらいだが、

かなり長かった。

震源どこだ？

雪が不自然に重くて粘ってるから、電線切れるぞ。

二次災害が起こる。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201411132202511366/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201411132230075159/
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2014年11月13日23:43
あれ？気のせい？(・_・;)

私の立ちくらみ…？(‾○‾;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日0:18
私が揺れた？と思っていた５分ほど後に熊本で震度２…

…幻震…？(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日0:26
該当時間に線量跳ね上がってる。(-_-#)

中性子線打撃とかで三半規管がヤラレタ説に一票。

おやすみなさい。(-"-;)
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バイトは遅番。庶民はキリキリ働け。福一４号機が爆発すればそれで終わりなんです。
　（11月⒕日）

http://85358.diarynote.jp/201411140715367713/

積雪地帯の４冬め。(・_・)
2014年11月14日
もはやなんの感動もない。 関東の霜柱が恋しい。(T_T)
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411140910264010/

「庶民はキリキリ働け！」

2014年11月14日 労働／対価　 コメント (3)
 
https://www.youtube.com/watch?v=4QJ28Y6xIP0

あらためまして、おはようございます。

今朝のおめざめソングはこちらでございました。

＞http://diarynote.jp/items/music-jp/B00NTQ1K42/

目は醒めたけど…

逆に気分は滅入ったような…（－－＃）

参考文献（私ゃまだ読んでませんｗ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E8%AB%96

気分なおしｗ

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

http://85358.diarynote.jp/201411140715367713/
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https://www.youtube.com/watch?v=_hVaRiOPZLE


そのままこちらに突入…。
https://www.youtube.com/watch?v=cvFNEGD2-fY&list=RDcvFNEGD2-fY#t=27

https://www.youtube.com/watch?v=d7yQHNntX4I&list=RDcvFNEGD2-fY&index=4
…う~ん…（－－；）…★
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日9:24
バイトは遅番っす…
外気温プラス１℃の、積雪１５cmほどの、変にハンパな吹雪。
　（－－＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日9:39

不正選挙監視団 @rigged_election · 11月12日    
【拡散】2012wat　東京の本当の汚染が世界中に知られると土地の値段が大暴落する。すでに価値
は下がってるが観光客も近づかなくなるほど知られてしまったとき土地の価値はさらに下がる。

国は企業はそれをおそれてるのだ。都内のバカ高い土地資産があるから大威張りで経営している

企業も多い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日9:41
不正選挙監視団 @rigged_election · 11月12日    
安倍晋三さんへ。経済云々と言っていますが、福一４号機が爆発すればそれで終わりなんです。

馬鹿なことを言わないように。

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvFNEGD2-fY&list=RDcvFNEGD2-fY#t=27
https://www.youtube.com/watch?v=d7yQHNntX4I&list=RDcvFNEGD2-fY&index=4
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初【吹】雪のなか、目の前で10:25のバス逝った…　（11月⒕日）

http://85358.diarynote.jp/201411140922458962/

「このまま僕は、汗をかいて生きよう。」

2014年11月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

これって

http://85358.diarynote.jp/201411132230075159/
これの予知？？？　＞

いやいや。（＾＾；）まさか…
 
特務機関NERV @UN_NERV · 5時間 5時間前 
【緊急地震速報 最終報 2014年11月14日 04:48】4時47分頃、網走地方を震源とする地震がありま
した。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.5、最大震度3と推定されています。詳しい情報が
入り次第お伝えします。 

でもやぱり、私の歌（生き方）は、これだ…。
https://www.youtube.com/watch?v=hhOMoTkYh9I&list=RDcvFNEGD2-fY&index=2

「がんばれ！」って、逝ってやる…！（違ｗ

http://85358.diarynote.jp/201411140922458962/
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https://www.youtube.com/watch?v=hhOMoTkYh9I&list=RDcvFNEGD2-fY&index=2


 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411140945358899/

「すべてを灼き尽くすほどの爆弾を持ってる」

。

2014年11月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

不正選挙監視団 @rigged_election · 11月12日 
政府が隠蔽するストロンチウムの危険度はセシウムの300倍！　
http://amba.to/1e8Yf89

https://www.youtube.com/watch?v=Kwg3ReN6i2k&list=RDcvFNEGD2-fY&index=6
 
不正選挙監視団 @rigged_election · 11月12日 
キエフで現実感があって、きちんと考えている人たちや対処する人が多数いて、さらにシビアで

過酷な実態を見たり聞いたりした、当たり前の感覚と、東京の非現実感との乖離が圧倒的なん

です。 おかしいとしか思えません。
http://bit.ly/181F51e

死ぬのは嫌だ。殺されたくない。

下、コメント後に追加の参照：

http://85358.diarynote.jp/201411140945358899/
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「いろんな人のためにも死ねる覚悟が必要だ」

＞http://33140.diarynote.jp/201411131547349291/

https://www.youtube.com/watch?v=O9xlCVZJlvQ&list=RDcvFNEGD2-fY&index=7

さて。時計が鳴りました。

初【吹】雪のなか、バス通してきますわ…

ｗ（＾へ＾；）ｗ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日9:47
そして、殺したくない。

（できれば、見殺しも、したくない…（－－；）…★）

逃げろみんな！

「被曝てんでんこ」…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日10:28
目の前で10:25のバス逝った…
(‾○‾;)
 

http://33140.diarynote.jp/201411131547349291/
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うっかり最近、本性だしまくりで、ますますバイト先の居心地を悪くしつつ。フィルチ
と居残りは精神的にイヤだったけど実害はなし。　（11月⒕日）

http://85358.diarynote.jp/201411141124513559/

走れメりす！w
2014年11月14日 スポーツ コメント (4)
前項コメント参照

つい誘惑に駆られて雪の豊平河畔を走り出してしまい、

４０分めで体力と時間が尽きて、

オトナシク待ってれば２０分後に乗れたはずのバスに

必死で追いすがって飛び乗ってギリギリせぇふw
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日17:30
うっかり最近、本性だしまくりで、ますますバイト先の居心地を悪くしつつ(^_^;)

強制退職は一応予防？できてるし、札幌に居ながらにして全国の被曝被害が生でサンプリングで

きる貴重なフィールドワークポイントなんで、カミサマからなんか合図があるまでは雪中徒歩通

勤で体力回復しながら待機しますわ〜ヽ(^_^;)ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日17:56
なにこの地震と線量。(‾○‾;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日22:40
なんか色々とイレギュラーだったイチニチ。なぜかまだバスの中にいて帰宅できてないのわ何

http://85358.diarynote.jp/201411141124513559/
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http://85358.diarynote.jp/201411141124513559/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141114/85358_201411141124513559_1.jpg
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故だ…(-"-;)

フィルチと居残りは精神的にイヤだったけど実害はなし。

何故か家の近くで急に高い線量…

(ToT)

高速道路のせいか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月14日22:58
高速道路沿いの汚染粉塵浴びまくってた木造家屋で火災を出したらしい。(°д°;;)

ウチが無事でホッ。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/
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ケムトレイル降雪。　（11月15日）

http://85358.diarynote.jp/201411150800419989/
11月15日の日記
2014年11月15日コメント (1)
最高気温１７℃だった翌日に、イキナリ降りだしてそのまま、

積雪３０cmとかいう迷惑行為は切にご遠慮いただきたい… (-"-;)
まだ自転車だって撤収してないし、

そもそも 「早め？の年末不用品の処分」が終わってない…！ 。。。(〃_ _)σ‖
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月15日8:17
しかも５分おきに晴れたり曇ったりとか止めてくれませんか。

カーテン開けたり閉めたり無駄に繰り返して、

作業と暖房の効率が悪化しまくりじゃないですか…っ！
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411150835456249/

ケムトレイル降雪の特徴。(-_-#)
2014年11月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
サッポロ自慢のパウダースノーとは全く違う、

異様に重たい粘り雪。(-"-;)

降り始めると空間線量が跳ね上がり、

溶け始めると凄まじい化学的異臭が鼻をつく。

(-"-;)

現在、札幌の水道水は異臭がして飲めたもんじゃないです…
(∋_∈)
（冷たいので気がついてない人のが多いと思う。）
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(-.-;)
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月15日9:02
繰り返すが、たぶんロシア空軍がフクイチ屋根外しで大放出されてる放射性粉塵が自国領内に飛

んでこないよう、ケムトレイル撒きまくってるんだと思う。

ロシアには当然、領土の環境を防衛すり権利がある。

無いのは日本国の主権と制空権。

┐(’〜`；)┌

…来月には国民の基本的人権も無くなるけどね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月15日11:22
いきなり眠くなって気絶睡眠。

(-.-;)

起きてから見たらちょうどその時、女川原発沖Ｍ４発震。

いつも予知夢と伝達形式が違ったのですが、面妖な就眠中体験をしました。

いまいち夢解釈に地震が…もとい、自信がないのですが、早ければ今夜、遅くても数日内に、

積雪寒冷地で

大規模停電があるかもしれません。

灯油ストーブ等、別系統の非常用ライフラインを確保しとおかないと、

命にかかわる場合があるかもです。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月15日11:29
東海道新幹線の始発の屋根に人が登って感電して停電とか悲惨な珍事故で関東ダイヤ乱れらしい

。
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駅で凍えてる人の夢とシンクロしたのか、自分が睡眠時無呼吸で臨死体験だったのか、どっちだ

？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月15日11:34
上２つめ、ちょうど11:22にも、岩手が揺れてる。
三陸沖の地震に警戒して下さい。

地震と寒波が同時に来ます。

南下は危険。

むしろ早めの「札幌避難勧奨」。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月15日11:37
うん。上を書いたら、

私の幻？凍感は急速に消えつつあります。

電気の要らない灯油ストーブ！

あと毛布と炊き出しの準備！
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バイト早番に逝って…　ヤラカシタかな？　脳ベクレ被害者は短絡的になりイライラし
て理性を喪っている。　（11月16日）

http://85358.diarynote.jp/201411160638102717/
[nani ka ga tari nai] （めも／要推敲。）
2014年11月16日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆ コメント (8)

　

　家事をまわして生活している。

　自分で稼いで家賃を払う。

　漫画を読んで

　音を楽しむ

　線量低めで

　地震も少な目

　じゅうぶん幸せ、満ち足りている。

　なにかが足りない。

　なんだったっけ？

　思い出せない。
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　なんだったっけ…？？？

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月16日6:41
「原稿書き」が、見事にストップしてしまって約２ヶ月。

「脳ベクレ」による記憶や人格の損傷を危惧していたんですが、アタマのなかで問いかけると、

「いや、ここにいるよ？」とみんな（オリキャラたち）は、いつも通りにスタンバっている。

「なぜ、原稿が書けないのか？」と真相もとい深層意識に問いかけたところ…

「めあての出版社（本社社屋）が半壊水没して、それどころじゃない」という、

ビジョンが脳裏に…（－－；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月16日7:01
携帯のと台所のと、目覚まし時計がステレオで鳴り喚いているので、

バイト早番に（自転車で？）逝ってきますわ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月16日13:37
ヤラカシタかな？(-"-;)
まぁもうどうでもいいわ。

被曝被害者自身が原発事故という加害者（真犯人）をかばって他社に冤罪おっかぶせてるだけな

のに、

なにゆえコノわたくしが巻き添え被害で吊し上げを喰らうんだ…？
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(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月16日13:53
脳ベクレ被害者は短絡的になりイライラして理性を喪っている。

私の「思考停止」は被曝のせいではないと思う…たぶん。
(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月16日14:07
ガテマラで連発地震。

むちゃくちゃアタマが重い。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月16日18:14
眠いとにかく眠い。

睡眠時間は質量ともに足りているはず。

(-"-;)

異様な睡魔。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月16日20:21
アベに死相が出ている。

日本国とどっちの寿命が長いか微妙。┐(-"-;)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月17日16:48
〜０４８７７１１、

＞０４８８８０６．
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去年の冬、どうやって生きていたかが、思い出せない。 　（11月16日）

http://85358.diarynote.jp/201411162046143290/

ヽ（・＿・；）ノ

2014年11月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

地震と原発と

太陽フレアと電磁波だけでも

いっぱいいっぱいなのに、

明日はダブル流星群タイフン【巨大？火球つき？】だとか、

もう本当に勘弁してほしい…

でかいのが原発に当たったら

どうすんの…？
(ToT)

中留信洋 下野タイムス @nakatome · 40分40分前 
１１月１７日、夜１１時から翌朝の午前５時まではスペシャルな時間です！

千年以上の歴史を誇る『獅子座流星群』と火球を降り注がせる力強い『牡牛座流星群

』が夜空を流れ星で染め上げます。... 
http://fb.me/1pi3JiLH3

ねこま @funky450 · 11月11日 
流星群がうしししwww RT
「おうし座＆しし座」のW流星群がやって来る…11月17日が観測ピーク 
http://dlvr.it/7SD5B0 

もりりん @honey_moririn · 11月10日 
なにっ、W流星群だと……？
見るしかないいいwww

       
 

http://85358.diarynote.jp/201411162046143290/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201411162046143290/
http://fb.me/1pi3JiLH3
http://dlvr.it/7SD5B0


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月16日21:49
やはり自分の中から何か大きな高次機能が喪われている。

それが何かがもはや自覚できないのが最大の問題点だ。

一昨年の冬の悲惨さは記憶している。

去年の冬、どうやって生きていたかが、思い出せない。
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どうも私は病人だったらしい。多発する変異細胞と免疫系統が、文字通り健康と命を懸
けて死闘を繰り広げていたらしい…　（11月17日）

http://85358.diarynote.jp/201411170838324260/
おはようございます。（追記あり。）

2014年11月17日 日常 コメント (2)
　

起きてます。

生きてます。

外気温３℃ほど？で寒いので、さすがにもう朝から窓全開！

とはいきませんが、貴重なプラス気温の晴天のバイトは休み。

少し寝坊しましたが朝から家事中です。

ではまた。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9 時間 9 時間前 
17日07時33分ごろ
ニュージーランド近海でマグニチュード6.7の強い地震。
（震源：太平洋プレートとオーストラリアプレート境界部。深さ35km）

M6.7 - 178km ENE of Gisborne, New Zealand 

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月17日9:24
…と、思ってたのに、降水確率終日２０％を無視して、あっという間に全天を妖しい雪雲が…
ヽ（・＿・；）ノ

覆い尽くしちゃったので、外出（不用品処分）予定は取り止め。

小掃除と机前で決定。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2014年11月17日14:56
起きれなくて起き出した、その時間はＮＺのＭ７地震でありました…
ヽ（・＿・；）ノ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411171114063809/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月17日12:45
どうも私は病人だったらしい。

病的睡魔に襲われ、時間がもったいないから、大脳だけ寝かせていて小脳と間脳で自動的にとい

うか野口整体式に「寝たまま自力筋肉整体」してたら…
ヽ（・＿・；）ノ

びっくりするくらい大量の

「病魔と闘って力尽きた白血球の遺体」が…

全身と主に左側の副鼻腔？から出てきた…

脳腫瘍？なりかけで、多発する変異細胞と免疫系統が、文字通り健康と命を懸けて死闘を繰り広

げていたらしい…
（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月17日14:55
おかしな寒気を感じなくなった。

風邪とかの感染症じゃないので自覚が遅れたが、

あれは「抗がん発熱」の寒気だったらしい…

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2014年11月17日18:56
不正選挙監視団

@rigged_election ここには、免疫のシステムが関係しているのかもしれません。体内に入った異
物を取り除きたい身体のシステムが、いろんな不調を示しているということ。まだ、それが機能

するだけ、被曝レベルが大きくないのかもしれません。　

http://bit.ly/1hDVrFT



札幌で「食べて応援」していたガッカイの連中のほうが、被曝してから逃げてきた「食
べずにサバイバル」人より、総じて不健康で、老け込んでボロボロなんだよね…
　（11月17日）

http://85358.diarynote.jp/201411171906447950/

もう既に日本全体が滅んでいる／多いのは知能

障害／今からでも遅くはないから避難するよ

うに。

2014年11月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
ＢＧＭ脱線ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=jiwuQ6UHMQg&list=RD0B8C2MkkEqI&index=5

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 8時間 8時間前 
【拡散】東京の子どもたち36％の甲状腺にものう胞が見つかった！ 　
http://bit.ly/16aBxgf 

不正選挙監視団 @rigged_election · 8時間 8時間前 
【拡散】karrento 千葉県の柏駅前の交差点で空間線量が0.20μSv/ｈ。チェルノブイリ
は0.13μSv/ｈ以上は放射線管理区域。0.50μSv/ｈの場所に住んでいた子供たちが事故
から２０年以上たった現在出産し、正常に生まれる子供は１５％だという。福島

は0.5μSv以上も

不正選挙監視団 @rigged_election · 8時間 8時間前 
私はクラクラときてうずくまってしまった。私の体内を衝撃が走った。これはいけ

ない。いくらなんでも、これはいけない。この状態が日常的に続いているのであれば

、もう既に日本全体が滅んでいる。人びとは、これほどまで放射能に対して無知だっ

たのだ。 
http://bit.ly/oLruLO 

不正選挙監視団 @rigged_election · 8時間 8時間前 
都内の総合病院で診察を受け、今からでも遅くはないから放射線が無いところに避難
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するように勧められた　

http://bit.ly/1c4ztFx 

不正選挙監視団 @rigged_election · 8時間 8時間前 
原発・東日本壊滅　

http://bit.ly/1iJ4PFD 

不正選挙監視団 @rigged_election · 9時間 9時間前 
命にかかわる放射能汚染の「極度の危険」に入る東京　

http://bit.ly/16LCnxf 

不正選挙監視団 @rigged_election · 9時間 9時間前 
【拡散】tokaiama　報ステの反原発、マスコミ界で唯一、正義感のある報道をしてい
た岩路記者が「自殺」 
http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/4063570.html ……　

たぶん暗殺だろう

不正選挙監視団 @rigged_election · 9時間 9時間前 
【拡散】放射線障害を、癌と白血病だけだと思っている方が多すぎます。被曝であら

ゆる障害が起きますが、最も多いのは知能障害で、程度の差だけです。最大の障害は

、知能低下と性格崩壊、意欲の減退です。被曝は、細胞死とDNAの変異をもたらし
ます。

http://bit.ly/14WTmO7

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月17日19:51
不正選挙監視団 @rigged_election · 28 分 28 分前 
福島の放射線量は天文学的 毎時100,000シーベルトを検出！！　http
://bit.ly/1cdj6Xk
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不正選挙監視団 @rigged_election · 39分 39分前 
被ばくすると、老化の加速によって４０代なのに６０代の体になってしまう

http://bit.ly/19RqHz1

札幌で「食べて応援」していたガッカイの連中のほうが、

被曝してから逃げてきた「食べずにサバイバル」人より、

総じて不健康で、老け込んでボロボロなんだよね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月17日19:54
０４８８８４４．
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バイトのパソコンも自分の携帯もやたらと停まる。　（11月18日）

http://85358.diarynote.jp/201411180853563772/

怪しい香川県。（追記あり。）

2014年11月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

なにをやらかした、伊方原発？？

　（－－＃）

特務機関NERV @UN_NERV 
· 3 時間 3 時間前 
【地震情報 2014年11月18日】
05時53分頃、釧路沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震の規
模はM4.6、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありま
せん。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1 時間 1 時間前 
15日：インドネシアでマグニチュード7.1の巨大地震→
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/533589337942654976 …）の後、「西日
本の大地が乗ってるユーラシアプレート」の地震が増えてますね。→（画像：15日：
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インドネシア巨大地震後の日本の地震履歴）

新宿次郎 @shinjukujiro 
· 12時間 12時間前 
地方経済の見誤りの一つが「ガソリン高」の見誤り。地方ではガソリンが高いと、「

クルマを使った買い物・レジャー支出」までも縮小に入る。その辺の波及逆効果を、

電車経済圏の東京エコノミストはわかってない

冬の灯油代も高いのよ〜…＜（－－；）＞

関東にいた時より、生活所費が１．５倍にハネ上がってる…★

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月18日8:54
０４８８８９８．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月18日9:04
歴史に残る「じゃぱんディアスポラ」まで、あともう、カウントダウン…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月18日10:15
「便秘 日焼け」
「東京 鳥インフル」

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201411180853563772
http://85358.diarynote.jp/
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ギリシアで連発地震。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月18日14:51
バイトのパソコンも自分の携帯もやたらと停まる。

てっきりデカイ地震が起き済みかと思ったがまだ？

火球が墜落したとか？

（大気圏擦過だけでも電磁波異常する）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月18日15:23
通信障害が多発化してる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月19日6:16
宮崎の金柑も、危険すぎてもう喰えない。(ToT)

見れば判る。細胞がちゃんと並んでいない。被曝で水太りしてるだけ…(ToT)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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イジメに遭い、まいにち自殺ばかり考えていた私が、ラジオから流れる雑音だらけのこ
の曲に、励まされて生きて来た…　（11月19日）

http://85358.diarynote.jp/201411190956385599/

大地よ風よ、火よ水よ…　そして、人間た
ちよ…！♪
2014年11月19日 チベット有問題 ！
　

（前項参照）「懐メロ」つながりで…
https://www.youtube.com/watch?
v=1v2SYJeeUzk&list=RD1v2SYJeeUzk#t=0

検索して、映像を観て、初めて知るこの「歴史的価値」…！
　！（＠＠：）！

「ブラック面」だったのか…！

１９７０年代の、あの時代の、オールジャンルでの最高ヒット曲が…！！

「歌詞付き」発見！

https://www.youtube.com/watch?v=uPjL2_nEhBI&list=RD1v2SYJeeUzk&index=3

…みょうに…（ＴへＴ：）
イジメに遭い、まいにち自殺ばかり考えていた私が、

ラジオから流れる雑音だらけのこの曲に、

励まされて生きて来たのって…

「ふぁんたじい」が…
「幻想」（現実逃避）ではなく、

「私には夢がある…」という…、
（ http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-majordocs-king.html
　 http://ja.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream ）

http://85358.diarynote.jp/201411190956385599/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
http://diarynote.jp/items/music-jp/B001O7713W/
https://www.youtube.com/watch?v=1v2SYJeeUzk&list=RD1v2SYJeeUzk#t=0
https://www.youtube.com/watch?v=uPjL2_nEhBI&list=RD1v2SYJeeUzk&index=3
http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-majordocs-king.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream


１９７０年代「黒人権」運動の、

メッセージソングだったから。だったのか…！！

…「返歌」を捧げないとね…♪
https://www.youtube.com/watch?v=A9UriJX5O8A&list=RDA9UriJX5O8A#t=9
https://www.youtube.com/watch?v=3IeD0_sP5Q0&list=RD3IeD0_sP5Q0

おまけ♪　（＾ｗ＾）

https://www.youtube.com/watch?v=FTQbiNvZqaY&list=RD1v2SYJeeUzk&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=A9UriJX5O8A&list=RDA9UriJX5O8A#t=9
https://www.youtube.com/watch?v=3IeD0_sP5Q0&list=RD3IeD0_sP5Q0
https://www.youtube.com/watch?v=FTQbiNvZqaY&list=RD1v2SYJeeUzk&index=8


「私には夢がある」／自国にいながら、まるで亡命者のような生活を送っている。
　（11月19日）

http://85358.diarynote.jp/201411191101369596/

歌いながら大地を…「歩くからには、前進ある
のみ」。

2014年11月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（承前）

http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-majordocs-king.html

「私には夢がある」（1963年）
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

1963年８月28日

（略）自国にいながら、まるで亡命者のような生活を送っている。そこで私たちは

今日、この恥ずべき状況を劇的に訴えるために、ここに集まったのである。

（略）われわれは、たった一人で歩くことはできない。

そして、歩くからには、前進あるのみということを心に誓わなければならない。引き

返すことはできないのである。

そして、正義が河水のように流れ下り、公正が力強い急流となって流れ落ちるまで、

われわれは決して満足することはないだろう。

（略）自由を追求したために、迫害の嵐に打たれ、警察の暴力の旋風に圧倒された場

所から、ここへ来た人たちもいる。あなたがたは常軌を逸した苦しみの経験を重ねた

勇士である。これからも、不当な苦しみは救済されるという信念を持って活動を続け

ようではないか。 

（略）「ついに自由になった！ついに自由になった！全能の神に感謝する。われわれ

はついに自由になったのだ！」

比較参照「特定秘密保護法」

http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret/problem.html

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13時間 13時間前 
さっき調べてたら「悪性リンパ腫」って、

白血病と同じで『血液のガン』なんですね。

（悪性リンパ腫：http://goo.gl/8mVG0b ）

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 15 分 15 分前 
東京都民、呼吸から被曝中。市販のマスクは放射性ヨウ素に用をなさず　

http://bit.ly/1cjQ37F

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 27分 27分前 
福島にガイガーカウンターを持って入っていて、 電話したときに「大変なことになっ
てる」と。子どもが遊んでるのだけど、ガイガーカウンター（の針）が振り切って

しまったと。

http://bit.ly/1ctI7mV

http://85358.diarynote.jp/201411191101369596/
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http://85358.diarynote.jp/201411191101369596/
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http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret/problem.html
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http://bit.ly/1cjQ37F
http://bit.ly/1ctI7mV


「行くんだってば、もう！」

https://www.youtube.com/watch?v=A9UriJX5O8A&list=RDA9UriJX5O8A&index=1

しかし私には、正義の殿堂の温かな入り口に立つ同胞たちに対して言わなければなら

ないことがある。正当な居場所を確保する過程で、われわれは不正な行為を犯しては

ならない。われわれは、敵意と憎悪の杯を干すことによって、自由への渇きをいやそ

うとしないようにしよう。われわれは、絶えず尊厳と規律の高い次元での闘争を展開

していかなければならない。われわれの創造的な抗議を、肉体的暴力へ堕落させては

ならない。われわれは、肉体的な力に魂の力で対抗するという荘厳な高みに、何度も

繰り返し上がらなければならない。信じがたい新たな闘志が黒人社会全体を包み込ん

でいるが、それがすべての白人に対する不信につながることがあってはならない。な

ぜなら、われわれの白人の兄弟の多くは、今日彼らがここにいることからも証明され

るように、彼らの運命がわれわれの運命と結び付いていることを認識するようになっ

たからである。また、彼らの自由がわれわれの自由と分かち難く結びついていること

を認識するようになったからである。

「配送させたら私の右に出る者はいません」（違っ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%83%BC

「よし、いまだ！　逃げろ！」

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月19日12:04
モンゴルでＭ５…（；‾Д‾）

どこへ逃げたら安心できるのか？

それが最大の難問…(・_・;)

https://www.youtube.com/watch?v=A9UriJX5O8A&list=RDA9UriJX5O8A&index=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%83%BC
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明るい身軽い海外逃亡へ向けて不用品処分。(^_^;)　（11月19日）

http://85358.diarynote.jp/201411191301134055/

あしたのために、その位置。(^_^;)
2014年11月19日 MOTTAINAI　（もったいないッ！） コメント (2)
明るい身軽い海外逃亡へ向けて不用品処分。(^_^;)

値段はつかなかったので「タダ寄付」と「引取り拒否」だったが、

カミサマがなぜ今日、

私をこんなに予定より「遅刻させた」かというと…

(^。^;)

先々週、断腸の思い(;_;)で
手離した１０年前までのお気に入りだったワンピが、私と同年輩なのに、私よりもっと似合う可

愛いおばちゃんに、楽しそうに試着されてるところを見せてくれるためだった…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月19日13:08
大事に着古してもらえますように…(*^_^*)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月20日2:37
宮崎県産品、不買宣言。

参照：cmw2ol氏。
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そもそも伊方原発直近だしな…



経験を重ねるごとに魂の深みと明晰さを研ぎ澄まし、死の瞬間まで叡智そのものが光を
はなち続けるタイプの生き方。　（11月20日）

http://85358.diarynote.jp/201411200728134781/

ＧＯＩＮＧ　ＨＯＭＥ。（おうちへかえろう）

。

2014年11月20日 音楽 コメント (2)
 
あらためまして、おはようございます。

晴天無風。２連休の２日目。

昨日は不用品処分の後、源泉かけ流してから、お蕎麦をたぐり、ブクオフの本棚を眺めるだけで

掘り出し物が無かったので素通りし、オフハウスで通勤用？の古着を３２４円で購入して帰宅。

という、典型的なお休みの一日でした。

帰宅早々２１時前には爆睡してしまったので

午前２時半ころに目が醒めてしまい、

（＾＾；）

そのまま起きだすのも嫌だったので、

そのあと聴いていた半眠半醒の音楽がこれと＞

https://www.youtube.com/watch?v=DoQz-kBpCLQ
（※若いころのハリと透明感のある歌声のころのは、悠宙舞には載ってないようです…
　★（－－；）★

　おばさんになってからの声のは、嗄れてイマイチだなぁ…

んで、あと、このひとの。

https://www.youtube.com/watch?v=gEdZKDJB-aY&index=6&list=RDwIrU4Etac8w
（ＣＤは日本でも出てますが、ＤＮの検索にはひっかからなかった…）

おぉ。（＠＠）

https://www.youtube.com/watch?v=iJFhTb1gi6Y&list=RDwIrU4Etac8w&index=2
これは手持ちのＣＤには載ってませんでした…

http://85358.diarynote.jp/201411200728134781/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
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一口に北欧３国とかバルト３国とかノルディックとか言っても、

音楽＋言語＋声質は、

英国スコットランドに通底するものと、

むしろフランス語圏に類似しているものがあると思うんですが…
（詳しい歴史は知らない＞（＾ｗ＾；））

先のアンネ・ドルテ・ミキルセン嬢はフランス語圏シャンソン風味、

こちらのジゼル・キルなんとかさん

（苗字、読めない…（＾＾；））は、

むしろシーナ・イーストンとかと声も顔（骨格）も似ていて、

イギリス語圏と同族（てか、イギリス侵略した人たちの子孫？）

と、おもうな…

歌詞はわからないが、「ユニセフ応援ソング」らしい…♪
https://www.youtube.com/watch?v=LQUVakv4k1A&list=RDwIrU4Etac8w&index=5

クリスマス時季の愛聴曲に、いいですね♪

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月20日7:46
どんな分野でも生き方をしてもそうだと思うが、

若き頃の「純粋さ」があるうちは、キラキラした輝きを放っていても、

年とともに慢心して衰え、「昔は良かった…」の栄光の陰にしがみつく、
わびしい「余生」を涙とともにタイプと、

経験を重ねるごとに魂の深みと明晰さを研ぎ澄まし、

死の瞬間まで叡智そのものが光をはなち続けるタイプの生き方があると思う。

https://www.youtube.com/watch?v=LQUVakv4k1A&list=RDwIrU4Etac8w&index=5
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201411200728134781
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


悠宙舞の画像を拝見するかぎりでは、

アンネ嬢が典型的な前者で、

ジゼル師は後者のタイプだ…

私がどちらの生きかた歌いかたを見習うべきかは、論ずるまでもない…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月20日7:51
あれ？（＾＾；）

なぜか画像が消えてるけど、右肩をクリックすると、アンネ嬢の若かりし頃の、ＣＤデータに飛

びます…☆
http://diarynote.jp/items/music-jp/B000064R0V/
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「あなたの人生を保存します」。　（11月20日）

http://85358.diarynote.jp/201411200823556148/

RUN AWAY from ... OmelaS！

(if you want to save your soul & life.)
2014年11月20日 音楽 コメント (1)
　

（前項コメント欄続き）

てことで、「私の老後の理想像」は、

以前から主張していた『幽遊白書』の「幻海ばーさん！」と、

ターシャ・テューダー師に加えて、

こちらのジゼル女史も加算するということで…♪
https://www.youtube.com/watch?v=YomBfOejsLs&index=9&list=RDwIrU4Etac8w

じつに美しく「年齢を重ねて」「生を続けて」いらっしゃる…！

　！（＾ｗ＾）！

てことで…。
さて、今朝、６時に起きだした時の

「目覚ましソング」は、こちらでした…＞
https://www.youtube.com/watch?v=fvfFojoje7I&list=RDfvfFojoje7I#t=0

※『幽遊白書』の「幻海ばーさん！」

http://www.bing.com/images/search?
q=%e5%b9%bb%e6%b5%b7&qpvt=%e5%b9%bb%e6%b5%b7&FORM=IGRE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BB%E6%B5%B7

※　ターシャ・テューダー

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
http://www.bing.com/images/search?
q=%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%86%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc&FORM=HDRSC2

歴史上？よく言われる？セリフで恐縮だが…

「私は忙しいんだ。死んでいるヒマなんかない！」

…おっとっと…！（＠＠；）
歌詞（メッセージ）を、ビミョウに聴き間違えていたことを発見…！
https://www.youtube.com/watch?v=Ix9wYRjOjLc&list=RDIx9wYRjOjLc#t=0

If you want 【SURVIVE】　じゃなくて…

If you want【 SAVE　YOUR　LIFE】 !!

あ、ちがう。聴き間違いじゃなくて、

混ざってるんだ、

surviveと
save your life。（＾＾：）

んで、曲のメッセージの「本来の意味」としては、

「オメラスから歩み去る人々」だ…
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BB%E6%B5%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
http://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%86%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc&FORM=HDRSC2
https://www.youtube.com/watch?v=Ix9wYRjOjLc&list=RDIx9wYRjOjLc#t=0


http://33616.diarynote.jp/200404261246480000/

http://85358.diarynote.jp/201409090606472389/

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月20日8:59
翻訳　生き残る

辞書　survive ━【他動詞】
1. 〈…より〉 長生きする , 生き残る
2. 〈災害・事故などを〉 切り抜けて生き残る , 〈…から〉 助かる
survive ━【自動詞】
1. 生き延びる , 生き残る
2. 残存する

【save your live】だと「あなたの人生を保存します」だって…ｗｗ

http://33616.diarynote.jp/200404261246480000/
http://85358.diarynote.jp/201409090606472389/
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「海外脱出の資金的可能性」が、同じ札幌市内の同じ白石区内にある。　（11月20日
）

http://85358.diarynote.jp/201411201348436398/

来た観た食った。(^_^)
2014年11月20日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (3)

とりあえず

長居しやすい美味くて安い

定食屋さんとしては合格。

(^。^)b

感想はまた後で…
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月20日23:33
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実のところ「青年海外協力隊」の一時面接試験？までは、

２０歳のころに一度、受けてたんですよね…（＾＾；）…。

そのころの私が、胸のサイズがＦカップという、海外に一人で出すにはあまりに危険すぎる外見

の「若い女性」で…

本人、一応熱意？はあるものの、体力も根性も社会経験も知識も特技もない…

ということで、あっさり却下。（－－；）

そして、私のほうでも、歴代日本【酷】首相のなかでも一番サイアク大嫌いな、「ナチ曽根」に

閲兵されて、日の丸しょって、海外ＯＤＡ（つまり日系企業のぼろ儲けに還流するだけ）の資金

の「ケーキのお飾りロウソク」として、行くのは、

「私がイメージする海外（難民）援助ボランティアと違う…。」

と。（＾＾＃）弱冠ハタチではありましたが、気が付く程度のアタマは、すでにあったのでした

…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月20日23:36
ということで、見ないで切り捨てるにはちょっともったいなかった「海外脱出の資金的可能性

」が、同じ札幌市内の同じ白石区内にあることは、気がついていたので、一応、「逃げ道の可能

性をつぶしておく」ために、チェックしてきましたが…

やはり、私は、たとえ向こうが雇ってくれると言ったとしても、ＯＤＡしょって原発輸出の尖兵

として海外に行くのは、無理だわ…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月20日23:38
ただし。

親兄弟・親戚知人・まわりじゅう原発推進の創価と自民だらけ！

という不幸な生い立ちの若い人で…

http://85358.diarynote.jp/
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「放射能が怖いから海外へ逃げたい」とは、素直に、言い出せない人なら…

「私は自分の可能性を世界で試したい」みたいな言い方にして。

ＪＩＣＡの資金力を利用して、「海外へ行かせてもらう」という選択肢は…

おおいに、アリだと思う…。

キリギリスはいけないけどね。

アリさんは、この道を選んでみれば…？？



線量グラフを見ると「何かがぶっ飛んだ」ことが判るね。　（11月20日）

http://85358.diarynote.jp/201411201458222715/

あしたのために、その荷。(^。^;)
2014年11月20日 MOTTAINAI　（もったいないッ！） コメント (1)

ちなみに『月の子』って…＞

中世の「魔女狩り」で同族を殺されまくったせいで、個体数が足りなくなって、今度の繁殖シー

ズンに相手が見つからない…（＾＾＃）…と怒り狂った異星生物の逆恨み？で、地球人類に対す
る復讐のためにチェルノブイリ事故が故意に起こされたんです…

という、わけわからんストーリーの、実にコワイお話…（－－；）…★

今なら、フクイチで再連載できると思うよ…（－－；）…

近所のブクオフで４２８円で売れて…

その金で、また、１０８円本を４冊、買って帰ってきてしまいました…
＜（－－；）＞
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月20日15:51
線量グラフを見ると「何かがぶっ飛んだ」ことが判るね。

そして間違いなく、

太陽紫外線と地磁気も

乱れてる…

まだまだ続く。

バラスト棄てろッ！

最大戦速で離脱ッ！

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411201612057643/

あしたのために。その散華。(； _ ；)/~~
2014年11月20日 （ 「 Ｔ Ｔ - ふぁいる 」 （仮称） ） コメント (2)
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たいへん大変、

お世話になりました…
…(—人—)…

（参照　http://85358.diarynote.jp/201103210920303616/ ）

　…「早く死んだ者勝ち！）…
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今年は「人生５０年中で史上最高にラク」。　（11月20日）

http://85358.diarynote.jp/201411202212326930/

歌いながら Earth Drum を叩け。
2014年11月20日 環境は、生命圏で、生存権。

あらためまして、こんばんわ。

２時間ほど仮眠したら、とりあえず気分が悪いのは収まりました。

原因は、まぁ、いくつか推測できますが、もはや今さら…
（－－＃）

起きだして、洗濯と入浴を済ませたところです。

とりあえずハワイから北米にかけてが大寒波だそうで…
（－－；）

皆さまのご無事を祈って、この一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=dMVQZQcioYI&list=PL5F6BD7BB1101601C&index=4

現在２２：１１。

ぼちぼちグラフとか貼って情報チェックして、２３時過ぎには本就眠する。

予定…
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☆みち迷い方向修正のための確認トリガ☆
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http://76519.diarynote.jp/?day=20061120

爆笑…ｗｗｗ
http://85358.diarynote.jp/?day=20081122

…平和だったなぁ…2011.03.11.以前…（－－；）…

…うん…（＾＾；）サイアクだったのは２０１２年の越冬で、

むしろ今年は「人生５０年中で史上最高にラク」

すぎて（＾＾；）逆ストレスなのかも…
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バイトは超ヒマ。商品特性と価格帯から逆算するに、客層が「食べて応援」組のバカ被
曝者ばかりだからな〜…　（11月21日）

http://85358.diarynote.jp/201411210834024223/

サヴァイヴァー！

2014年11月21日 音楽 コメント (5)
　

おはようございます。

ＰＣ画面を起こしたのが、１０月２１日の０８時２１分でした。

昨日の予定外のぼんやり夜更かしが祟って、なかなか起きられなかった

ので、

今朝の目覚ましは賑やかにこのへんで…＞
https://www.youtube.com/watch?v=1yMKd-Z0Xr8&list=RD1yMKd-Z0Xr8#t=4

ジョン・ロビンソンはいっぱい持ってるので、どの曲がどのCDに入ってるかとかは忘れた…☆

札幌外気温３℃。

お天気は下り坂ですが、とりあえず自転車通勤はできそうです。

帰りのことまで今は考えない。

（＾＾；）

なにも考えられない。脳ミソ動いていない。

でも、生き延びる気力と、

おもしろい物語を描いて、

がんばって生き残った（生き残るであろう）人類に、

ちょっと現実逃避のできる娯楽と、生きる気力と希望を…

書きたい。という、願望（…絶対無敵な羅針盤！…）は、

ちゃんと、持っています…

http://85358.diarynote.jp/201411210834024223/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201411210834024223/
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00005EC4P/
https://www.youtube.com/watch?v=1yMKd-Z0Xr8&list=RD1yMKd-Z0Xr8#t=4


＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

…ん…？？（＠＠；）？？
今、なんか、変な表示が出た…（サイトが危険、みたいな…）

もしかして、１２月に入ったら、

「ダイアリーノート」という、サイト自体が、

「機密保全」のため、全面閉鎖の、事態…？？

https://www.youtube.com/watch?v=dN8e9b2ON8s&index=6&list=RD1yMKd-Z0Xr8
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日8:35
どうも私の「英語ヒヤリング力」は、ジョンのＣＤで鍛えられたらしい…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日9:02
（前項増殖しているのでお立ち寄りくださいませ。）

ほい。時間だ。

とりあえず「現実世界」にいるので…

バイトに逝ってきますわ〜…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日10:39
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ミャンマーでＭ５級、

タンザニアでＭ４！(°д°;;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日14:49
いわゆる「市民活動家」全てが危惧していた通り、児童ポルノ法と特定秘密法の合わせ技による

冤罪その他なんでも強制逮捕の暴虐政治が始まったようですよ…

(-_-#)

バイトは超ヒマ。┐(’〜`；)┌

商品特性と価格帯から逆算するに、客層が「食べて応援」組のバカ被曝者ばかりだからな〜…

(-.-;)

インチキ（不正）選挙が終わるまではヒマでしょう、たぶん…

(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日15:02
ていうか、よりによって、歳末商戦真っ盛りのはずの時期に、選挙！

(`ヘ´)

忘年会ドタキャンだらけ。

服屋もオモチャ屋も客激減。

印刷所だけが過労。

紙が品薄になり円安と

ダブルパンチで大値上げ。

広告業界大打撃。

…「あんた、馬鹿ぁ…？」

(ノ-o-)ノ　┫

http://85358.diarynote.jp/
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バイト中に座ったまま気絶しかけた19時10分。　（11月21日）

http://85358.diarynote.jp/201411212231014698/

空気読め！(-_-#)
2014年11月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
１７時くらいから札幌の空気が異様な状態なのでツイッタ検索してみたら、何やら連休合わせで

汚染地から未除染のばかどもが大挙して来ていて、札幌に汚染をばらまきながら、札幌の空気

うめぇ！とか書き散らしてやがる…(∋_∈)

帰れ馬鹿！

札幌の空気を汚すなッ

(*｀θ´*)

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月21日22:33
バイト中に座ったまま気絶しかけた19時10分、インドネシアでＭ７級。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月22日6:12

「アレバ社 １７兆円」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月22日6:15
…私の「役に立たない」（？）予知夢シリーズの中では「偽」（似非）ミドリと呼ばれてい
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た「敵」連中ですな…(-_-#)

アルバと

アレバがある。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月22日8:45
「人為」と書いて、

「 偽 」 と読むんだな、

これが…（－－；）…★

http://85358.diarynote.jp/
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「長野 Ｍ６.８」…ちょっと心臓が泊原発しました…　（11月23日）

http://85358.diarynote.jp/201411230646354488/

０６０８．（終わってほしくない）。

2014年11月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

おはようございます。

０６：３６です。

札幌は平穏無風。

このところずっと通りすがりの車のプレートナンバーとかそのへんの番地

の看板とかで「偶然」「６８」という数字を目にする機会が多かったので、これは私の誕生日（

６月８日）の数字でもあるし、ラッキーナンバー♪…だと思っていたのですが、
今朝、起きて、朝５時に情報チェックして…

「長野 Ｍ６.８」…ちょっと心臓が泊原発しました…

　…（＠＠；）…

きのう一日、あたまがまったく「なにも考えられない」（－－；）

状態でしたし、

昨夜１０時過ぎ、札幌でもちょっと足元がふわふわっとしたんですが…

ちょうどお風呂あがりでもあったし、また、

「ただの私個人のめまい」かな？とか思ってました…
　

　…（－－；）…

そのあと、お布団に入ってから「おかしい…みょうに耳の中が『静かすぎる』…」とは、思って
、なんだか不安で…、
珍しく、しばらく「寝つけなかった」んですが…

その間、すでに、哭きながら家族の救助活動に必死だった人とか、いらしたわけですね…

http://85358.diarynote.jp/201411230646354488/
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　（－－；）

２０１１年の冬を軽井沢で仮住まいさせていただき、

ちゃっちゃと（？）いちおうの「安全圏」である北海道脱出を、

果たした私ですいません…。

まだまだ続きます。

なにもしてあげられません。すいません。

生きてる人は、逃げて下さい。

生きて、生き延びて、生き続けて、ください…
https://www.youtube.com/watch?v=QQpVjI5WNHc
https://www.youtube.com/watch?v=3IeD0_sP5Q0

おまけ。（…ヘイワだったなぁ…）
https://www.youtube.com/watch?v=ee176HMQHUw

https://www.youtube.com/watch?v=hhOMoTkYh9I
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月23日6:46
０４７８４００．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月23日8:30
「アファンの森も震度６」。

https://www.youtube.com/watch?v=QQpVjI5WNHc
https://www.youtube.com/watch?v=3IeD0_sP5Q0
https://www.youtube.com/watch?v=ee176HMQHUw
https://www.youtube.com/watch?v=hhOMoTkYh9I
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月23日8:37
大好きな白馬！

ぜひとも移住したかった大町！

安曇野！

…やはり移住希望先だった御嶽山といい…
(ToT)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411231334437819/

浅間山、噴煙。

2014年11月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

浅間山の地震計ふれまくり。

自衛隊ヘリが上空に張り付いて噴火警戒態勢とな。

無事ご帰還を！(・_・;)

（2011年夏秋冬と、
棲んでましたが、浅間山の麓、

噴火したら１時間以内に逃げ！

という地区に…

ヽ（・＿・；）ノ

       

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月23日13:35
札幌はオモテムキ平常運行。

あえて触れたくない、という、なんだか浮き足だった雰囲気。

 



「ウコンと生姜と玉ネギは、被曝対策に有効です。」 　（11月23日）

http://85358.diarynote.jp/201411231829202656/

札幌０.０３４μ。

2014年11月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
なべて夜はこともなし。

 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411232001374436/

喰える時に喰っておけ。

2014年11月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
写真間違いたｗ

後で書き直しますわ…(^。^;)
一人で二人分も喰うからだ…ｗ
 
(霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）) 

（本文ｗ）

喰える時に喰っておけ。

「戦士の心得そのイチ。」

「特に、ウコンと生姜と玉ネギは、被曝対策に有効です。」 
（…だからって、カレー蕎麦とハヤシライスを両方頼むのは、
　カロリーコントロールの面からどうかと思う…）
　 (・ω・;)(;・ω・)

セリフはオリキャラの連中でｗ

ハヤシライス２５０円、

http://85358.diarynote.jp/201411231829202656/
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カレー蕎麦が２９０円。

…選べなかったので、

　両方食べました…ｗ（＾□＾；）ｗ
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月23日20:06
「太陽光 異常 オゾンホール」
「窒素酔い」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月23日21:05
「ユリアン、ユリアン！

勘違いしたら駄目だ｡

『現在のところ、まだ死者数が公表されていない』からといって、安心できる訳じゃない。

死者はまだ倒壊した家屋や寸断された道路に阻まれて発見されていないだけかもしれない。

あるいは、被害を小さく見せたい何者かによって、情報が遮蔽されているだけかもしれない」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月23日22:30
「震源地から約４０kmに２つの原発」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月23日22:32
御嶽山も戸隠山も霊山だ。

お次は熱田神宮か、

はたまた住吉大社？

出雲も伊勢も揺れてるぞ！

浅間も蔵王も待ってるぞ！

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 



私をいじめた人、虐待した親、　（11月24日）

http://85358.diarynote.jp/201411241001283638/

ナニコレ。（－－＃）

2014年11月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

一日で有感地震だけで３０回って…！
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411241622224666/

「資格ありより、ワケありな人」。

2014年11月24日 チベット有問題 ！

（承前）
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サキとかオキとか…（＾＾；）
https://www.youtube.com/watch?v=ikIWLUWTVd0
https://www.youtube.com/watch?v=g0P3z6FlmzU
私の「アタマのなかにあった人名単語帳」は、（やっぱり）アイヌ語だったのか…？

（ん？サランヘ…＜韓語？？）

あった！（＠＠）！

♪エッサラウッサラ♪

https://www.youtube.com/watch?v=M4C0-eq484Q

これ（似た節回しで）歌える！

唯一歌える（意味わかってない）アイヌ語の詩！！！！

…に、しても、
「アイヌのひと」の顔って…
　（＾＾；）ほんと、

うちの「福島の親戚」筋に、「そっくりさん」だらけだ…ｗｗｗｗ

　いのち喜ぶ
　デイケアハウス「にぎやか」

（略）ちなみに「にぎやか」のスタッフの採用条件は、

「長年の現場経験より、豊富な人生経験」

「資格ありより、ワケありな人」。

「誰かの苦しみや悲しみって、自分が経験したからこそわかる部分がある。

　だから人生に影があり、挫折やつらい経験をしてきた人のほうが心が通じる気がす

るんですよねえ」

　そんな風に話す阪井さん自身、５歳の時に両親が離婚（略）０９年には仕事に全力

投球しすぎてうつ病も経験した。

「ここでは精神科病院から飛び降りたことのある人や自傷行為を続けてきた子が、私

を助け、支えてくれている。みんな人の心の痛みがわかるすごく優しい人たち。

https://www.youtube.com/watch?v=ikIWLUWTVd0
https://www.youtube.com/watch?v=g0P3z6FlmzU
https://www.youtube.com/watch?v=M4C0-eq484Q


　本当はこういう人たちが多くの人を癒す存在になるはずなのに、排除されて居場所

がないなんておかしいですよねえ」。（略）

「多くの悔しさや苦しさがあったから、今ここで笑うことができる。誰もがそんな部

分を抱えていることをお互いに知っているから、誰かを排除するなんてできないん

です」（略）

『THE BIG ISSUE JAPAN』248.
　http://www.bigissue.jp/backnumber/bn248.html

私をいじめた人、虐待した親、職場のセクハラおやぢ（－－＃）、いきずりの痴漢ども…＃（－
－＃）＃…

すべての性差別主義者と暴力権力肯定論者どもに…

いま、感謝、しておく…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

http://www.bigissue.jp/backnumber/bn248.html


「服従すべからざるものには服従しない」。　（11月24日）

http://85358.diarynote.jp/201411241727419826/

「服従すべからざるものには服従しない」。

2014年11月24日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (1)

…客観的にいうと「今日は何もしていない日」なんですが…
　動いてます。すごい勢いで、地球世界の、内部が…。

（そして、「脱出に向けた紙棚整理」を続行！）

　天声人語

1964年、ニューヨークのハーレムで黒人暴動が起こった時、人びとは興奮の極にあ
った。「武装して警官と戦え」という騒ぎの中で、一人の指導者がいった。

「われわれは非暴力主義を貫いてこの流血の惨事を終わらせよう」

いきりたった群衆が指導者に殴りかかろうとすると、七、八十人の聴衆がごく自然に

指導者を取りまき、敵意に満ちた男たちを退けた。七、八十人はその後街頭にでて傷

ついた人を助け、警官にも暴力中止を訴え続けた。

http://85358.diarynote.jp/201411241727419826/
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指導者Ｂ・ラスティンは「あの時、私は非暴力主義の強さを知った」と回想している

。

米国には非暴力主義の根強い伝統がある。『森の生活』を書いたソローがいる。奴隷

制廃止論者のギャリソンがいる。トルストイやガンジーでさえも、アメリカの非暴力

思想の影響をうけたことを認めているほどだ。

１　報復をしない。

２　良心の声をきき、服従すべからざるものには服従しない。

３　直接行動で訴える。

４　愛の心で世の中を変える。

アメリカの公民権運動や徴兵拒否運動の底にはこの非暴力主義の四原則があった。

非暴力主義を説き続けた日本山妙法寺山主のの藤井日達氏が亡くなった。

「不殺生の教えこそが現代を救う」

「全人類を滅ぼす核戦争をくいとめるのが仏教徒の使命」といい、晩年まで平和行進

の先頭に立った人である。

その教えは、アメリカの非暴力主義やガンジーの教えとよく似ているが、不殺生とい

う言葉には、古来の伝統がしみこんでいる。

ガンジー翁も日達翁も共に【歩く」という行為を友とし、直接行動の手段とした。二

本足で歩くという人間の自然な、根源的な行為を大切にした点で、両者は徹底した半

物質文明論者だった。

非暴力主義は、この国ではしばしばあざけりの対象になり、夢想論とやゆされる。

だが三十五年前の日達氏の次の言葉には今も新鮮さがある。

「文明とは電灯のつくことではない。

　原爆を製造することでもない。

　文明とは、人を殺さぬことである。」



（1985.01.11.「朝日新聞」）

1985-35だから、1950年の言葉？
今は2014年だけど…

今こそ、再録するタイミングだったかね…☆

（で、この元の神は、もとい…紙片は…

　捨てる！処分する…ッ！）

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=4N9cOdDlRfU

歴史的には、明治以前の北海道にはジャガイモは無かったはず…
（＾＾；）

何のイモを使っていたのかなぁ。本来は…

（山芋？）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月24日17:28

https://www.youtube.com/watch?v=4N9cOdDlRfU
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http://85358.diarynote.jp/


↑　見た目、ソバキリ…？



原発に従事し悪性リンパ腫を発症して死亡した男性に労災認定。【２００８年】
　（11月24日）

http://85358.diarynote.jp/201411241802282722/

７万人が放射能を浴び身体障害／原発に従事し

悪性リンパ腫を発症して死亡した男性に労災

認定。【２００８年】

2008年10月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
（2014.11.24.入力）

　悪性リンパ腫死は労災
　原発作業員に初認定　大阪

　原子力発電所の検査業務に従事し、悪性リンパ腫を発症して死亡した沖縄県の男性

について、淀川労働基準監督署（大阪市淀川区）は27日、労災を認定しました。

　同労基署によると、放射線業務従事者の悪性リンパ腫による死亡が労災認定された

のは初めて。

　男性は、2005年３月に死亡した沖縄県うるま市のＫさん＝当時53＝。（略）弁護士
によると、Ｋさんは1997年９月から04年１月の間、大阪市の原発検査会社に勤務し、
各地の原発で放射能漏れの検査をしましたが、右目が腫れ上がるなど悪性リンパ腫の

症状が悪化し死亡しました。

　Ｋさんの妻（略）が同労基署に労災申請しましたが、06年９月に「死亡と業務との
因果関係が認められない」として不認定となり、大阪労働局に不服を申し立てていま

した。

　厚生労働省の検討会は今月に入り、悪性リンパ腫の労災認定について、「白血病の

認定基準を参考に判断を行うことが適当」とする見解を示していました。（略）

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

http://85358.diarynote.jp/201411241802282722/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://www.jcp.or.jp/
http://www.jcp.or.jp/akahata


　2008.10.28.）

…いまさら、うらぎるなよ、…っ！

　ついでに日付不詳記事を追加。

　チェルノブイリ事故

　除去作業で７万人　身障者

　ウクライナのチェルノブイリ原発事故発生から19年目の26日、ロシアの被害者組
織「ロシア・チェルノブイリ同盟」のグリシン議長が記者会見し、事故後に放射能除

去作業に参加したロシア人25万人のうち、７万人が放射能を浴びて身体障碍者になっ
たことを明らかにしました。

　このうち２万３千人以上が既に死亡したといいます。

　除去作業にはウクライナ人などを含め計60万人が動員されました。

　同議長は「彼らの勇気と自己犠牲がなかったら、悲劇はとてつもない規模になって

いた」と述べました。

　一方、インタファクス通信によると、ウクライナの医療機関で治療を受ける被ばく

者登録数は今年初めの時点で２40万人に上り、うち児童が42万人を占めました。

【モスクワ＝時事】

（日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
　機関紙「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata
　200?.??.??.）

http://www.jcp.or.jp/
http://www.jcp.or.jp/akahata


無事を確認。（＾o＾；）…できない!!　（11月25日）

http://85358.diarynote.jp/201411250237183935/

無事を確認。（＾o＾；）…できない!!
2014年11月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
ようやく観る気になった長野の現状。

http://www.bing.com/images/search?
q=%E9%95%B7%E9%87%8E%E3%80%80%E5%9C%B0%E9%9C%87&qs=n&form=QBIR&pq=%E9%95%B7%E9%87%8E+%E5%9C%B0%E9%9C%87&sc=8-
5&sp=-1&sk=

在りし日の？戸隠山は、札幌の八剣山にそっくり。

http://www.bing.com/images/search?
q=%e6%88%b8%e9%9a%a0&qpvt=%e6%88%b8%e9%9a%a0&FORM=IGRE

やばい。無事とか無事でないとか、更新されてない…？？
http://www.afan.or.jp/afan_now/
あ、大丈夫？？

虎荒狗狼 @koalaclaw · 11月22日 
アファンの森も震度６範囲か……。

アファンの森財団 @afan_no_mori · 11月23日 
【長野県北部の地震の影響】

昨晩はアファンの森のある信濃町も地震に見舞われましたが、幸い大きな影響はあり

ませんでした。

ご心配いただきました皆様、ありがとうございました。... 
http://fb.me/76jyX1koz

＞このページはご利用いただけません

＞リンクに問題があるか、ページが削除された可能性があります。

くりえいと @kurieight · 15 時間15 時間前 
裏には裏がある。

アメリカ陰謀機関・NASAが来る１２月１６日から２２日の間にかつて経験したことの
無い磁気嵐に襲われると公式発表した件の真相。 
https://twitter.com/mjjkoi2399/status/536684590128062464 …

http://85358.diarynote.jp/201411250237183935/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://www.bing.com/images/search?q=%E9%95%B7%E9%87%8E%E3%80%80%E5%9C%B0%E9%9C%87&qs=n&form=QBIR&pq=%E9%95%B7%E9%87%8E+%E5%9C%B0%E9%9C%87&sc=8-5&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=%e6%88%b8%e9%9a%a0&qpvt=%e6%88%b8%e9%9a%a0&FORM=IGRE
http://www.afan.or.jp/afan_now/
http://fb.me/76jyX1koz
https://twitter.com/mjjkoi2399/status/536684590128062464


どうもフクイチ周辺まるごと、地盤崩壊して海没した気がする線量グラフの変動っぷり
なんですけどね。　（11月25日）

http://85358.diarynote.jp/201411251102081389/
11月25日の日記
2014年11月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
おはようございます。

10時58分。
朝そば＋カレーライスせっと、

期間限定サービスかきあげ付で、

飲み放題？のソバ湯でシメて、

　３５０円♪ o(^-^)o

かっ喰らって源泉出游。

「我が湯に浸かりし後に災いよ来たれ！」ｗ

(^。^;)

どうもフクイチ周辺まるごと、地盤崩壊して海没した気がする線量グラフの変動っぷりなんです

けどね。

(∋_∈)

関東以西は大荒れの天候らしいです？

三重県、

岐阜県、

鳥取県、

広島県、

山口県で、０.１μ超え。

(-_-#)

札幌は雲が多めの晴天。

北風が寒いですが、線量低めで気温は高め。(*^_^*)

カムイモシリに愛されている、

http://85358.diarynote.jp/201411251102081389/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141125/85358_201411251102081389_1.jpg


人間の大地（アイヌモシリ）！

 



今日はバイト中番なのでもうあまり時間がありません。　（11月26日）

http://85358.diarynote.jp/201411260843396132/

「眠らずに朝まで踊る」〜1996.01.16.神戸〜。
2014年11月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

いや夢もおぼえずに熟睡爆睡しました。やっぱり源泉かけ流しは命の源です…
（＾ｗ＾；）

じつに有意義な？ｗ

２連休のすごしかたでした…

あらためまして、おはようございます。

０８：３１です。

連休のあいだサボってしまった料理（一週間ぶんの鍋！）仕込みと、

水道水の調子が良いようなので汲み置き水の補充をしていたら、この時間。

（＾＾；）

今日はバイト中番なのでもうあまり時間がありません。

札幌の外気温は夜明け前後の放射冷却で０℃前後まで下がりましたが、快晴で、金色の陽射しが

眩しいです。

今朝の目覚まし音楽はふつうにＣＤでケルト音楽でしたが、

http://85358.diarynote.jp/201411260843396132/
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ＰＣ一曲目は

http://85358.diarynote.jp/201411242126298887/
の続きで、こちら。

https://www.youtube.com/watch?v=G4LbZqzRUTM&list=RDaReD50lgCnk&index=10

アファンのＨＰはまだ更新されていません。

心配です。

長野には、知ってる場所も、知ってる人も、たくさん、いるんです…
https://www.youtube.com/watch?v=wlxlBEP3mPo&list=RDaReD50lgCnk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=-J9vR-JeAlU&index=11&list=RDaReD50lgCnk

　（－－；）

冬が来る。でも、雪の前でよかったよねぇ…まだ。

札幌においで？

空き家がたくさんある。

雪はあんがい少ない。公共除雪もとっても素早い。

仕事も、長野県内より多いと思うよ…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月26日10:27
おかしな地震と

おかしな雨雲と

おかしな線量グラフ。(`ヘ´)

公表数値が実数の二分のイチの

千葉県で０.１μ超え。

http://85358.diarynote.jp/201411242126298887/
https://www.youtube.com/watch?v=G4LbZqzRUTM&list=RDaReD50lgCnk&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wlxlBEP3mPo&list=RDaReD50lgCnk&index=12
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（つまり実態は０.２μ超え。）

札幌の空気は清涼で美味い♪

！(^。^;)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月26日10:39
ネパールとコロンビアで

それぞれＭ４。（；‾Д‾）

いよいよ地球全体が鳴動期に…

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


中番じゃなくて、遅番だった！　職場内で冷たく無視され度が増したような…?　（11
月26日）

http://85358.diarynote.jp/201411261058133760/

爆笑ｗσ(^◇^;)。。。
2014年11月26日 就職・転職 コメント (4)
　

あまりにも目まぐるしく変わるバイトのシフト表を、むしろ今まで丸一年ノーミスだったことの

ほうが奇跡的だったわけですが、ついに今日！一時間間違えてました！(・ω・;)(;・ω・)

中番じゃなくて、遅番だった！

！(-"-;)！

…まぁ、逆に間違えて大遅刻、に、ならなくて良かった…！

┐(’〜`；)┌

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月26日11:00
そして何だか今までにも増して、職場内で冷たく無視され度が増したような…(・_・)エッ...?

フライングしたからか？

ガッカイの嫌がらせの偽情報が増えたのか？

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201411261058133760/
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2014年11月26日11:40
仮眠しなおしてる間に、

マリアナと

ブラジルでＭ４！

！（；‾Д‾）！

地震、無いはずのとこだったのに…っ！

(ToT)

（泣きながら

バイトに逝きなおしてきます…
(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月26日15:54
人種差別奨励バカウヨ企業ａｕの携帯ニュースに「原発廃炉」の文字があって目が点。

　（＠ロ＠;）

費用がネックって…(`ヘ´)
除染にどんだけムダ費用費やしといてからソレ言う？！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月26日15:57
群馬南部で震度２。

「北関東大震災」予想震源域にほぼ一致。(-"-;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411261604063609/

東京【湾岸原発】事故？
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2014年11月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
神奈川の線量グラフ異常。

（；‾Д‾）

神奈川生まれの私が

無意識に現実逃避に走ってるのって、このせい？

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月26日16:05
ついでに言うと札幌でも電磁波？異常で目が回る。

三半規管が横殴りされてる感じ。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月26日16:12
阿蘇山噴火。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月26日23:38
揺れてる揺れてる。

（；‾Д‾）

２４時間以内だけでも、

世界有数の地震が少ないはずのブラジルはアマゾンから

コロンビア、エクアドルにかけての中南米。

北米オクラホマミキサー、

アラスカから千島列島、

日本列島、マリアナ海溝、

フィジーにインドネシア、

台湾、中国、ネパール、…

(・ω・;)(;・ω・)
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…ど、どおしたら…？？…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日5:27
ちょうど上を書いてる直前に、

インドネシアでＭ７！

（；‾Д‾）

「なんかまだあるはず」と情報を探していたのは当たりでしたか…(∋_∈)

…寝よ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日7:16
関東沖が連発。

幌延も揺れてたか…
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神奈川〜静岡、「典型的な被曝症状」発症者が急増中。(ToT)　（11月27日）

http://85358.diarynote.jp/201411270954212272/

「不幸になる人は、自分の喜びばかりを考えて

いる」。

2014年11月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

そんなわけで（？）

地道な海外脱出？へ向けての「紙棚」処分作業…
http://85358.diarynote.jp/201411270937478369/
このへん再びボチボチ入れていきます。

お暇なかただけおつきあいくださいませ…

…た〜まや〜…☆
https://www.youtube.com/watch?v=sgMFdtrYKtI

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
珍しく、さっき、NHKラジオで速報してたけど、日本時間の23時33分、インドネシ
ア（MOLUCCA SEA ）で、マグニチュード6.8の巨大地震。ここは、こないだから大
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きな地震が頻発してる震源域。

（USGS：http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb000t08w#summary …
）

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
けっして災害が終わったわけでないが、そこで生活せざるを得ないので苦しみながら

も生活している。今大地震が来たら、原発は完全にやられるのに、６０キロ離れた福

島市に避難計画はない。

瀬戸孝則前福島市長 わかってるじゃないの。

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
瀬戸孝則 前福島市長 福島市には確実に放射能が降り注ぎ、市民全員が被害者になった
。小さな生きがいを全部抹殺された。家庭菜園がなくなり、阿武隈川はいまだに釣り

が再開されない。プルーム（放射性雲）が吾妻山中腹にぶつかり、線量はかなり高い

。

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

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前

不幸になる人は、自分の喜びばかりを考えている。

アドラー

　…耳痛…くも、ないか。（＾＾；）
よかった。

わたし、不幸なわけじゃないもん。

とりあえず…ｗ（＾o＾；）ｗ
 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb000t08w#summary
https://www.youtube.com/watch?v=wgwbguSJHcE


編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日10:01
竹山タル @takeiteasyya · 11月25日 
阿蘇山も噴火。

火山大国、地震大国、

そして原子力大国。

ダイナマイト巻いて

火事場にかちこむ任侠の世界、ってか。

素晴らしきかな、日本。

美しきかな、わが祖国。

まんちゃん @mana___0723 · 11月24日 
7日で世界を創造した神と
地震の一週間前に座礁して行く

イルカの群れと

週末の東京駅

毎週泣いているあの子との7日じゃ
どれが一番長いかな？

UVERworld / 7日目の決意

人に教えたくなる面白雑学bot @zatu_gaku_bot · 11月24日 
日本が（世界の）およそ20％もの地震を独占している

放射能列島 @houshanourettou · 11月24日 
世界の430基の原発のうち、60基が地震のある地帯に建てられ、そのうちの55基が日本にあるの

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201411270954212272
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です。

Y.N.K @gmdaudel · 11月23日 
この活断層の近くには世界最大級の原発がある。RT:[震源の近くには、本州中央部を南北に横切る
活断層「糸魚川−静岡構造線断層帯」が走っている。] 地震:震源浅く強い揺れ…長野震度６弱 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日15:45
阿蘇の噴火が本格化。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日15:58
神奈川〜静岡、

「典型的な被曝症状」発症者が急増中。(ToT)

「祖母のイナカ」なんだってば鎌倉…(ToT)
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急上昇（１号機の屋根カバーは外れてる）　（11月27日）

http://85358.diarynote.jp/201411271621207166/

フクイチでスパイク。（通常0.25→53μSv/h）に
急上昇（１号機の屋根カバーは外れてる）

2014年11月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

前項コメント参照。

「急病人 電車 マヒ」

西は噴火だ。

逃げ場がない！(ToT)

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
選挙だ、噴火だと、いろんな事がありますが、福島では

放射線量の異常値（20）
2014年11月27日 9時40分頃　福島県富岡町：岩井戸農村モニタリングポストで（通
常0.25→53μSv/h）に急上昇（１号機の屋根カバーは外れてる）
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遅番に残業５分入って、東光ストアの半額弁当が売切れていたので、　（11月27日）

http://85358.diarynote.jp/201411272155446926/

誘惑に負ける。┐(’〜`；)┌
2014年11月27日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (4)

遅番に残業５分入って、

月末前で貧乏人が多いせいか、

東光ストアの半額弁当が売切れていたので、

誘蛾灯のごとき半田屋の看板に引っ掛かる。

(^_^;)

野菜たっぷりで４４５円也。

実はレジで商品間違えられて、３０円ボラれているのだが。

(-"-;)

お釣りが「５５５円」♪だったから、よしとしとこう…

(^。^;)
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（下参照。ＷＡＮＤＳね。）

https://www.youtube.com/watch?
v=hZoxXWDKy54&list=PLUGTSAL_59sC0KqEk8JwIacB7T91MFN8u
https://www.youtube.com/watch?v=fjMHfVEc8lk

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日22:01
そして何故かＢＧＭが、

♪世界が終わるまでは♪

と、懐かしいWANDSである…

(^_^;)

…ハルアキはもう死んだかなぁ。

宇都宮市民の

原発推進イケイケ戦犯だから、

無事ではあるまいなぁ…

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日22:04
フクイチで線量急上昇。

阿蘇山大噴火。

https://www.youtube.com/watch?v=hZoxXWDKy54&list=PLUGTSAL_59sC0KqEk8JwIacB7T91MFN8u
https://www.youtube.com/watch?v=fjMHfVEc8lk
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（やっぱり札幌は無事。）

(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日23:33
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
グーグル画像検索にありました。

これの→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/537918982582333442 …）もしも阿蘇山が
大噴火した時の火山灰の飛散シュミレーション画像。これは海外の火山学者も予測してる事みた

いね（画像は、NHKの報道のものだけど。）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月27日23:38

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
阿蘇山って、富士山の噴火よりも威力が（＝被害が膨大）あるらしいね

ネットで調べると、阿蘇山が破局的噴火なんてしたら、関東も２０㎝の灰、北海道の南端でも５

㎝の灰で、大変な状態になるらしい。読んでて怖くなった。こういう注意喚起の報道をやっとい

た方が良いよね。火山列島なんだから。
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（11月28日）

http://85358.diarynote.jp/201411280943278024/

背骨がポキパキ★

2014年11月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０９：３２です。

いえ私の背骨はトシのわりには至って良好です。

パキポキいってるのは「日本列島の背骨」ですね…＞
（－－；）

みごとに艮（ウシトラ）線がはいってます…
★（－－；）★

そんなわけで【地震島国】仲間の台湾音楽のつづきで…
https://www.youtube.com/watch?v=WJ4tYyytg8A&list=RD6oHGUr6HEow&index=8

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6 時間 6 時間前 
11月28日：03時11分：阿蘇山

http://85358.diarynote.jp/201411280943278024/
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かなり噴き出してきてる。

地震マップ@eq_map 
【最大震度1】(気象庁発表) 福井県嶺南 深さごく浅い M2.5 28日01時45分頃発生 
(G)http://j.mp/sotiNC (気象庁)http://j.mp/1y5oVVP

さて問題です。福井県嶺南には、原発が何コあるでしょうか…？

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M2.5】福島県東方沖 深さ10.6km 2014/11/27 23:30:32 http://j.mp/1prmcTr 

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M2.9】福島県東方沖 深さ40.3km 2014/11/27 22:24:49 http://j.mp/1uLNEqI 

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M2.8】福島県東方沖 深さ52.9km 2014/11/27 22:24:49 http://j.mp/1pr9fsI 

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M3.1】福島県東方沖 深さ29.5km 2014/11/27 22:24:39
(G)http://j.mp/1uLMpIh (アニメ)http://j.mp/1zyLFuh

　？（〜〜；）？

全部で何回？　合計何Ｍの地震…？？

https://www.youtube.com/watch?v=0okzIV9jCtw&index=9&list=RD6oHGUr6HEow&spfreload=1
三陸？？？（＾＾；）

http://j.mp/sotiNC
http://j.mp/1y5oVVP
http://j.mp/1prmcTr
http://j.mp/1uLNEqI
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http://j.mp/1uLMpIh
http://j.mp/1zyLFuh
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阿蘇山噴火直前、二酸化硫黄が増大とかで、ずっと南の空一面が煙って見えるし、頭が
痛い。　（11月28日）

http://85358.diarynote.jp/201411281453059470/

何があった？

2014年11月28日コメント (9)

札幌白石区上空、14時50分、 大型ヘリが２機、おかしなホバリングをしている。
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日14:54
藻月寒川沿いを低空飛行で西へ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日14:57
石狩川近くの自衛隊機と思う。

報道ヘリじゃない。

少なくとも２機視認。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日15:01
横浜市都筑区ほかでも

同様の自衛隊ヘリ報告ツイ

http://85358.diarynote.jp/201411281453059470/
http://85358.diarynote.jp/201411281453059470/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141128/85358_201411281453059470_1.jpg
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複数。

札幌また１機？接近中。

消防車も１台通過。

カラスが落ち着かない。

街路は妙に静か。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日15:06

「レスキューとドクターヘリ」

「パラシュート降下」

ナニゴト？！(‾○‾;)

「びっくり 低空飛行 ヘリ」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日15:14
また東からヘリ音。

旋回してるのか、準備できたやつから総出動の事態なのか…

（低空飛行は火山灰よけ？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日15:27
またヘリ音。真駒内方面。

ガスっているため視認不能。

鈍足大型の輸送ヘリ、西へ。

北朝鮮の茶番ミサイル対応か、示威訓練か、海難事故とかか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日16:11
救急車とドクターヘリの連携搬送訓練という報告ひとつ発見。

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

2014年11月28日17:36
上空大気のサンプリングか？

阿蘇山噴火直前、二酸化硫黄が増大とかで、ずっと南の空一面が煙って見えるし、頭が痛い。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日22:24
桜島と立山が噴火。

（；‾Д‾）

http://85358.diarynote.jp/
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苫小牧と札幌の間の支笏湖の、樽前山にも噴火の兆候？　（11月28日）

http://85358.diarynote.jp/201411282239066567/

樽前山！（；‾Д‾）？
2014年11月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日17:36
上空大気のサンプリングか？

阿蘇山噴火直前、二酸化硫黄が増大とかで、ずっと南の空一面が煙って見えるし、頭

が痛い。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月28日22:24
桜島と立山が噴火。

（；‾Д‾）

ジモティじゃないから知らなかった！ヽ（・＿・；）ノ

苫小牧と札幌の間の支笏湖の、

樽前山にも噴火の兆候？

噴いたら札幌まで溶岩？

(・ω・;)(;・ω・)

…って、

泊原発はどうなる…っ！

http://85358.diarynote.jp/201411282239066567/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


今日は早番。　（11月29日）

http://85358.diarynote.jp/201411290704084530/

ヴェルファーレ・コンプリート・ベスト1994-
2006
2014年11月29日 音楽 コメント (1)
　

おはようございます。

０６：５６です。

今日は早番なので、もう残り時間３分切りました。

（＾＾；）

札幌の降水確率はとてもとても低いのに、終日南方の空が霞んでいるのは、九州の噴煙がここま

で来ているわけじゃなくて、支笏湖周辺の噴煙？？？？

まぁ眠いし景気づけに音楽はコレです。

https://www.youtube.com/watch?v=RzuzkiCCpkM
https://www.youtube.com/watch?v=BgYj0675PjQ

（正確にいうと持ってるＣＤは２枚組の白いやつ。）

バブル時代のＴＯＫＹＯで派遣やってましたが、ディスコで踊るよーなヒマもお金も、ありませ

んで、覚えているのはラジオで聴いてた曲ばっかり。なんですけどね…（－－；）…ｗ

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月29日8:40
「入れ揚げ！」って

http://85358.diarynote.jp/201411290704084530/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201411290704084530/
http://diarynote.jp/items/music-jp/B000JGCNUU/
https://www.youtube.com/watch?v=RzuzkiCCpkM
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何の掛け声？吉原？(^_^;)

とか長年の疑問だったのが、

スペイン語の

「そこへ行け」だったと、いま気づいた…(^。^;)

「夜そこへ行って踊れば」元気になる場所…って、…

デスコって「ポラーノの広場」だったのか…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪



どうしてこんなに精神状態が悪いのか分からない。　（11月30日）

http://85358.diarynote.jp/201411290705392115/

注意！危険！逃げなさい！

2014年11月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

どこからどこへ逃げたら？は、

http://ma-04x.net/all.html

訊かないで下さい。

私にだって分かりません。

ただ、「今のところは」

札幌が「いちばん安全」だと

思ってます。

【日本酷】の独裁圧政化の問題を除けば。ですが…(-"-;)
 
       
 

http://85358.diarynote.jp/201411290705392115/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月29日13:21
山形県で隠れスパイク。

長野県、岐阜県、滋賀県、

富山県、石川県、福井県、

鳥取以西の各県、

のきなみ０.１μ超え。

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月29日13:35
「トモダチ作戦の２名が死亡」

「断層 原発」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月29日20:43
あまりにも悲しすぎて

身動きとれない。

もう何も考えられない。

その事態はまだ、

現実の時間軸のなかでは

起こってすらいないのに。

(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日7:02

どうしてこんなに精神状態が悪いのか分からない。

http://85358.diarynote.jp/
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悲しい。

悲惨感で心がへしゃげる。

つらい。(ToT)

でもフリーズしてたって事態が改善するわけじゃない。←と、

考えてしまうのが、実は一番、問題をこじらせてるかもね…！

（客観的に言うなら、これは単なる「地震ノイローゼ」と診断されて冷笑されて終わりだ！）

(∋_∈)

負けるな私！(`ヘ´)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日20:16
〜０４８９８９０、

＞０４９００８９．

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


昨日の迷惑メール数全２９件て報告。何の厄日だよ？　（11月30日）

http://85358.diarynote.jp/201411300911598653/

と、いうわけで。(^_^;)
2014年11月30日コメント (1)
　

前項コメント参照。

09時06分。
天気予報によると、今年最後の「晴れて雪の無い日」になるようです。

ほんとは一昨日の予定だったはずの「１ヶ月早い年末【中】掃除」のマネゴトだくして、

「なにも考えずに」やり過ごします…

（…あ、私が掃除なんかすると、大地震が起こる。(‾○‾;)

というジンクスが、あったなぁ…ｗ）
ヽ（・＿・；）ノ

来るならさっさと来い！

(ノ-o-)ノ　┫
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日10:04
昨日の迷惑メール数全２９件て報告。何の厄日だよ？(-"-;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201411301603035104/
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ここはどこ？わたしはだぁれ…？
2014年11月30日コメント (3)

大脱線ｗ (・ω・;)(;・ω・)
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日16:17
掃除は予定の半分くらいまで？

がんばって自己満足ｗ

「今年さいごの自転車可動日」で、つい買い出しという名の？自転車散歩に出たら…何故か？

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日19:51
そのソバ手繰ってる間に、降水確率２０％だったのに通り雨！

(‾○‾;)

そのあと何故か、私がどこか店に入ったる度に降ってた…ｗ

何故か私だけ濡れずに帰宅ｗｗ

掃除を手ぇ抜いたからかな…ｗ

σ(^◇^;)。。。

http://85358.diarynote.jp/201411301603035104/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日19:52
そして桜島が大噴火とな…
(‾○‾;)

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


【原発避難で自殺】震災３年半「これからどこへ」避難者２４万人、苦悩続く。
　（11月30日）

http://85358.diarynote.jp/201411302034251241/

【被曝の初期症状】 喉痛、脱力、頭痛、下痢、
痒み、脱毛、、、、（追記あり。）

2014年11月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

まちがいたｗ（＾＾；）

ちとまっててねｗ（次に入れたやつと「貼りつけるやつ」を入れ違えたたよｗ）

おわびのおまけｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=iqjsJ_lto70&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=17&spfreload=1

岡三マン @okasanman · 11月29日 
桜島が噴火　噴煙が火口2600mまで上がる

保坂展人 @hosakanobuto · 11月28日 
火山活動が活発期に入っているのに、「噴火リスク」を度外視した川内原発再稼働に

突き進むとは。

阿蘇山（熊本県）の噴火が続いている。噴煙が高さ1000メートルにまで達し、熊本空
港を発着する航空便に欠航が相次ぐなど暮らしにも影響が及んでいる。

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 3時間 3時間前 
鹿児島の川内（せんだい）原発：田中規制委員長「安全だと私は言わない」　鹿児島

の川内（せんだい）原発：田中規制委員長「安全だと私は言わない」　鹿児島の川

内（せんだい）原発：田中規制委員長「安全だと私は言わない」　鹿児島の川内（せ

んだい）原発：田中規制委員長「安全だと私は言わない」

gia @giachange · 31分31分前 
これだけでも再稼働を進める自民党は与党失格と言える！ 「1ヵ月後の巨大噴火を予知

http://85358.diarynote.jp/201411302034251241/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201411302034251241/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4061823019/
https://www.youtube.com/watch?v=iqjsJ_lto70&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=17&spfreload=1


」そのとき、原発をどうするか?核燃料棒の取り出しは、とても間に合わない 
http://bit.ly/1Hry11W 

堺はまち　コミケ三日目(火)C-06a @sakai_hamachi · 2時間2時間前 
阿蘇山の巨大噴火では九州全域〜山口県が焼きつくされ、日本全土が火山灰で埋めつ

くされました:哲学ニュース 
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4784181.html … 
70みたいな噴火が起きたら西日本どころか日本終了だぬ(´・ω・｀)

ふくちゃん @zishinmimi · 12時間12時間前 
さっきの三重県南東沖の地震。太平洋にある崖っぷち付近で発生してる。長野県北部

の地震や阿蘇山や桜島の噴火など、関東中部から西日本の広い範囲で同時多発的に地

面が動き始めている。

https://twitter.com/zishinmimi/status/538848356714291201/photo/1

桃の天然水 @momoten03921 · 7時間7時間前 
外国人「地震！ぎゃあああああああああああ」

日本人「地震なう」

チリ人「台風きゃああああああああ」

日本人「暴風域なう」

一般的海外人「噴火くぁｗせｄｒｆｔｇｙふじこｌｐ；＠：」

日本人「噴火なう」

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
イオンの取り扱い商品が、人体をイオン化させるとは、これいかに。@aoshimaa 「ス
ーパー（イオン）では、福島で水揚げした魚の大半を買い取る方針を打ち出した。」

http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2013/04/0405.html …
… さすがイオン...

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 54 秒 54 秒前 
【拡散】k2cyan　おやじが次々死んでいく怖すぎる現実
　http://inventsolitude.sblo.jp/article/531487.html ………　「福島第一原発事故後1年を
経過したころから女性の突然死、20代、30代、40代の方の突然死も報じられ始めた。

http://bit.ly/1Hry11W
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4784181.html
https://twitter.com/zishinmimi/status/538848356714291201/photo/1
http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2013/04/0405.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/531487.html


幼児、中学生、高校生、大人、老人と、もう無差別だ。・・・」

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 2時間 2時間前 
【拡散】akaginuma ＜被曝の初期症状＞ 全身倦怠、喉の痛み、脱力感、頭痛、下痢、
食欲不振、めまい、吐き気嘔吐、異常発汗、喉の渇き、口内炎、発疹、熱っぽい、皮

膚の痒み、リンパ腺の腫れ、白髪、爪異常、紫斑出血斑、脱毛、皮膚の腫れ、鼻血・

歯茎出血、下血とびひ吐血

★あと、顕著なのが「不眠」ね…（－－；）
（「セシウム不眠」で、このＤＮＡ内を検索！）

　http://85358.diarynote.jp/201105270226336655/

逃げろ！

生きたいやつは！

生きたければ、逃げるんだ…！

https://www.youtube.com/watch?v=-H97JfqTSgY&index=11&list=PL2F86081EE7A8A5E8
（画像注意ｗ／ゴジラな変えるさん、とても可愛い♪）

https://www.youtube.com/watch?v=HmBP5SPdbbI&index=46&list=PL2F86081EE7A8A5E8

https://www.youtube.com/watch?v=_1JavvpirzY&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=83
行ったさｗ　岩代駅ｗｗ　１８切符１枚で東京から「２４時間日帰り」で…ｗ

ホームで歌ったら、アタマオカシイと思った駅員さんが止めに来たので、

「えっ！知らないの！」と言ったら、ほんとに知らなかった…ｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=xnksggTOq0Y
浩子いもの〜ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Tlx7bG9y1y0&index=13&list=PL2F86081EE7A8A5E8

http://85358.diarynote.jp/201105270226336655/
https://www.youtube.com/watch?v=-H97JfqTSgY&index=11&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=HmBP5SPdbbI&index=46&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=_1JavvpirzY&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=xnksggTOq0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Tlx7bG9y1y0&index=13&list=PL2F86081EE7A8A5E8


cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
【原発避難で自殺】震災３年半「これからどこへ」避難者２４万人、苦悩続く

内閣府によると、福島県の震災関連の自殺者は２０１１年６月以降これまでに５６人

。１１年に１０人、１２年に１３人、１３年に２３人と増え、１４年も７月までで１

０人に上る 
http://www.47news.jp/47topics/e/256481.php …

意味なし霧樹アりす。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=fke6lQEBcIw
 
        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日21:50
実は次項＞

に貼り付けたかった曲の、タイトルが思い出せなくて、

別のを貼ってみました。という…ｗ（－－；）ｗ

http://www.47news.jp/47topics/e/256481.php
https://www.youtube.com/watch?v=fke6lQEBcIw
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


理由もなく急に気分が落ちても「気温差・気圧差」のせいですから落ち着いて対処し
ましょう。　（11月30日）

http://85358.diarynote.jp/201411302036189642/

今とても哀しい、あなたへ。

2014年11月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

なにがそんなに悲しいのかとおもっていたら、灰と噴煙にまみれて、

今度こそもう使い物にならないだろう先祖代々の田畑と、

逃げる途中に窒息死するおじいちゃんおばあちゃん子どもたちの悲惨を、

嘆き悲しんでいたんだね。

いま札幌にいてひとりぬくぬくとしている私は、あなたがたの悲惨と辛苦に、

何もしてあげられることがない…。

せめて、このあたりを贈る。

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

哭いて、

泣いて、

喚いて。

嘆き悲しんで、

悔いて呪って、

恨んでみても…

過ぎた日々は戻らない。

失くした暮らしは、返ってこない。

亡くした、かけがえのない、愛しいあいても。だ…

哭け。泣け。鳴け。

http://85358.diarynote.jp/201411302036189642/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201411302036189642/
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00505DRI2/
https://www.youtube.com/watch?v=5PkWMeb8HAE&list=PL2F86081EE7A8A5E8


そして這い上がる力すらないなら、そのまま、

這いずりのたうちながらでいいから、生きていけ。

生きていけ。

生きて、くれ…

https://www.youtube.com/watch?v=vBnUvtIsxBI&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=blVBNDtS_to&index=7&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw&index=9&list=PL2F86081EE7A8A5E8

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日21:34
←前項、追加修正してありますんで、よろしく…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月2日13:25
はぁとふる売国奴（火曜・東E-30a） @keiichisennsei · 11月30日 
【うつ注意報】今週は10月下旬並みの暖かさが来て、その後急に冷え込む見込みです。気温差に
加え、雨が降ったり晴れたりと気圧差も襲いかかってきます。理由もなく急に気分が落ちても「

気温差・気圧差」のせいですから落ち着いて対処しましょう。人身事故の多発も予想されますの

で注意しましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=vBnUvtIsxBI&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=blVBNDtS_to&index=7&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw&index=9&list=PL2F86081EE7A8A5E8
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201411302036189642
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


明日はバイトだッ！ （11月30日）

http://85358.diarynote.jp/201411302250328044/

ヤマザキパンから高放射線／鬼姉は、千葉県

在住。

2014年11月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

このうたをわたしにおしえてくれた、

https://www.youtube.com/watch?v=4LaKVH6z610
 
実の鬼姉は千葉県佐倉市在住。

近所で「突然死２人」だって。

でも、「避難しない」んだって…

　「あんた、ばかぁ…？」

kenji @buick54aki · 11月10日 
千葉県市原市のチッソ石油化学株式会社五井製造所の核燃料物質（劣化ウラン

）http://p.tl/yZ-D は合成ガス（石炭→一酸化炭素ガス）触媒 豊洲の鮮魚市場予定地も元
ガス工場。豊洲の高線量の原因は劣化ウラン

不正選挙監視団 @rigged_election · 11月17日 
【拡散】karrento 千葉県の柏駅前の交差点で空間線量が0.20μSv/ｈ。チェルノブイリ
は0.13μSv/ｈ以上は放射線管理区域。0.50μSv/ｈの場所に住んでいた子供たちが事故
から２０年以上たった現在出産し、正常に生まれる子供は１５％だという。福島

は0.5μSv以上も

Lulu__19 @Lulu__19 · 11月23日 
ヤマザキパンから高放射線！検証した噂の動画0.55〜0.71μSv/h。千葉県松戸市の工場
で生産。　

http://bit.ly/1zNOgBb

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 11月23日 
農林水産省、薪ストーブの灰を庭や畑にまくなと指示。放射線量が0.23μsv/h以上の地
域で（岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉県内の102市町村）　
http://touten2010.exblog.jp/14677431

tsuto @karrento · 11月25日 
2013.5.13計測　千葉県柏市の昭和橋付近で高線量　県、立ち入り禁止に。5地点で、
１マイクロシーベルト超え(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20130514/CK2013051402000122.html …

neko-aii @neko_aii · 11月29日 
2014年4月04日

http://85358.diarynote.jp/201411302250328044/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201411302250328044/
https://www.youtube.com/watch?v=4LaKVH6z610
http://p.tl/yZ-D
http://bit.ly/1zNOgBb
http://touten2010.exblog.jp/14677431
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20130514/CK2013051402000122.html


【千葉県東葛飾郡】風の強い日は”30-50μS/hというものすごいα線数値”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d6d701442388c1d67620e75207843f57 …

War Is Over @kenshimada · 11月28日 
東京都心から28kmの千葉県白井市でもこんな線量が出る地点が存在しますが、東京
は「まったく安全」なんだそうです。

https://www.facebook.com/ChibareiOfficial/photos/a.646352592047362.1073741828.645895098759778/730710000278287/?
type=1&theater …

https://www.youtube.com/watch?v=G9VCRthmif0&list=PL5EPXJh1U1QNvvSbOcahpkeW11U-u-
zZ4

あったあった。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=qwiOb_qbhNQ
（前々項、しっぽあたりを参照ｗ）

☆バカ鬼姉のためのオマケ☆

https://www.youtube.com/watch?v=CN--
geAHoRs&list=PLS0zRJKe0D394rjlBHBTmOZ1_SbzjhqJz
https://www.youtube.com/watch?v=zas9htEl2uc

あんたは何を観て育ってきたんだ？

なにもしないで諦めて死ね、なんて、

アニメのキャラの、誰が言ったよ？

蒼いクルマ買って、帆船のってみて、

それがあんたの「なりきりゴッコ」の、限界か…？

彼らの「生き方！」そのものを…

見習おうとは、一度も思わなかったのか…？？

とことん、みっともなく、あがいてあがいて、

もがき苦しんで、命運つき果ててから、死ねよ！

（と、いうことで、さらにおまけ…ｗ）
https://www.youtube.com/watch?v=hMFafAe_nKA
「生きてりゃこその、オタカラよぉ…！」

おやすみなさい…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=7JY7PCbLqV8

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d6d701442388c1d67620e75207843f57
https://www.facebook.com/ChibareiOfficial/photos/a.646352592047362.1073741828.645895098759778/730710000278287/?type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=G9VCRthmif0&list=PL5EPXJh1U1QNvvSbOcahpkeW11U-u-zZ4
https://www.youtube.com/watch?v=qwiOb_qbhNQ
https://www.youtube.com/watch?v=CN--geAHoRs&list=PLS0zRJKe0D394rjlBHBTmOZ1_SbzjhqJz
https://www.youtube.com/watch?v=zas9htEl2uc
https://www.youtube.com/watch?v=hMFafAe_nKA
https://www.youtube.com/watch?v=7JY7PCbLqV8
https://www.youtube.com/watch?v=NeTKZNVRyHM


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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年11月30日23:58
寝るってば！

明日はバイトだッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月1日0:10
やばい。なんか脳が被曝症状だ…

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


（２０１４年１２月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１４年１２月）
 
 



どんどん辞めていくバイト先の同僚の退職オキミヤゲの、東京銘菓のベクレっぷりが
酷い。　（12月１日）

http://85358.diarynote.jp/201412011454383307/
親不知０.１２μ超え。

2014年12月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

札幌も本降りの雨で、

線量ぐわぐわ上昇中ですが、

(-_-#)

フクイチ周辺の２箇所で

線量グラフ切断。

石川県、０.１４μ超え、

福井県、

岐阜県、

広島県、０.１２μ超え。

あと神奈川と神戸に、

キレてる被曝者多数。

(ToT)       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月1日15:10
どんどん辞めていくバイト先の同僚の退職オキミヤゲの、東京銘菓のベクレっぷりが酷い。

(∋_∈)

辞めて海外に行くわけではなさそうだ…
おそらく寝投与ちゃん。(-.-;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412012213005118/

http://85358.diarynote.jp/201412011454383307/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201412011454383307/
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札幌、12月01日22時11分の外気温が

プラス１０℃という異常気象。ヽ（・＿・；）

ノ

2014年12月1日コメント (2)
明日にはマイナス３℃まで下がるとか？ (・ω・;)(;・ω・)
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月1日22:42
まぁ一応、念のため、

自転車を撤収。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月2日10:23
札幌の気圧９９０。(∋_∈)
気温０℃。

乱れた強風。

降りそうで降らない変な空。

体調不整で予定をギブアップ。

かな？(-"-;)

夢占は「出口になかなかたどり着けない」

「出口と思っていた場所にたどり着いたら、ただの窓だった、出られない！」

…(・ω・;)(;・ω・)…

…凄まじい冷却強風が吹いてきました…

http://85358.diarynote.jp/201412012213005118/
http://85358.diarynote.jp/201412012213005118/
http://85358.diarynote.jp/201412012213005118/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141201/85358_201412012213005118_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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寝てます…ヽ（・＿・；）ノ



気温はプラマイ０℃の攻防線上。／台風！？　（12月２日）

http://85358.diarynote.jp/201412021305001462/
ゼロ戦場のアリア…ｗ（＾＾；）ｗ
2014年12月2日 音楽
　

あらためまして、おそようございます。

１３：００ジャスト。（＠ｗ＠）です。

札幌は３分おきに降ったり晴れたり、

西風と東風が交互に叩きつけてくるし、

凪いでるときは完全に凪いでるし…（－－＃）

という、非常識な荒れ模様。

気温はプラマイ０℃の攻防線上らしく、

隣家の屋根上の雪が積もったり溶けたり。

それだけならまだ面白がってお出かけしちゃうところだったんですが…
（－－；）

ひどい放射能入りの空気で、呼吸しているだけで空咳が出ます…
（〜〜＃）

まぁとにかく何とか起きだせましたのは、この音楽のおかげ…
https://www.youtube.com/watch?v=fVSdgUQl4os&list=RDfVSdgUQl4os#t=6

気分にぴったり！？（＾＾；）？

兆〜！　かっけぇッ！♪

https://www.youtube.com/watch?v=jxPlzQxNfz4&index=5&list=RDfVSdgUQl4os

こんな総白髪の、かっこいい〜「ばーさん」になりたいッ！！

 
　o（＾０＾）o
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412021305001462/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00005G4CR/
https://www.youtube.com/watch?v=fVSdgUQl4os&list=RDfVSdgUQl4os#t=6
https://www.youtube.com/watch?v=jxPlzQxNfz4&index=5&list=RDfVSdgUQl4os


http://85358.diarynote.jp/201412021342348665/

台風！？

2014年12月2日 環境は、生命圏で、生存権。

（前々項コメント欄参照）…
　マジすか！？（＠＠；）？

デジタル台風 @DigitalTyphoon · 23分23分前 
【台風情報】

台風201422号（HAGUPIT）は12月2日12時(JST)には北緯6.0度、東経146.2度にあ
って、中心の気圧は996hPa、最大風速は20メートルです。
#hagupit #TY201422
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/summary/wnp/s/201422.html.ja … 

ニュース速報(一般) @FlashNewsJP · 49分49分前 
＜暴風雪＞北陸、北海道で最大瞬間風速３５メートルも - 毎日新聞 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141202-00000025-mai-soci … 
気象庁によると、３日にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置が続く見込み。北日本

や北陸を中心に暴風や暴風雪、高波への警戒と、大雪への注意が必要だ。沿海州には

発達中の低気圧…

若林理砂 @asilliza · 6時間6時間前 

http://85358.diarynote.jp/201412021342348665/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141202/85358_201412021342348665_1.jpg
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141202-00000025-mai-soci


【養生予報1】今朝の計測機器。気温13度、湿度64％気圧は1005hpaあたりを差してい
ます。気圧下がった。

天気図。http://www.jma.go.jp/jp/g3/index.html … …
これ、相当調子悪い人いるんでは…。これからすごい冷え込む天気図です。

どうでもいいが、

「沿海州」ときくと、

あたまのなかでイシュトヴァーンがね…
　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

阿蘇と御嶽は噴火を続けているけど、

こんだけ強風だと「高さ何メートル」という観測は無理らしい…ｗｗｗｗ

http://www.jma.go.jp/jp/g3/index.html


ルーピン先生、退職。(ToT)　（12月３日）

http://85358.diarynote.jp/201412030832211957/

暖かいところでぬくぬく安心して寝られる幸福

…（贅沢？）！
2014年12月3日 日常
　

（あ、現況分析については、

＜　「前項参照」で…★）（－－＃）

おはようございます。０８：１８です。

音楽は、たまたま拾ったこれ。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=7K-Ct_8r2W4
良い唄ですねぇ〜♪

…探していたのは、目覚まし用に、中国の古典軍楽（大銅鑼にカネやタイコがジャンジャン鳴る
やつ。）だったはずだったんですが…（＾＾：）
なぜ日高見に漂着…？？（＾＾；）？？

あ、さらに変なの拾った…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=NtFEHjQ4PWQ

札幌の外気温はマイナス２度。

降雪確率５０％のくせに風花が吹雪になってるだけで積もらない…

「雪がなくて乾燥しているマイナス気温」は、もしかして初体験かな？かもしれません。

せっかく自転車「撤収」したのに…（＾＾＃）
これなら、まだ走れたじゃないか、まだ…☆

とか、ちょっとプクれながらも、昨夜一晩、とてもぬくぬくと暖かく、

「よく寝たなぁ…！」と思いながら目が覚めた。

http://85358.diarynote.jp/201412030832211957/
http://85358.diarynote.jp/201412030832211957/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://diarynote.jp/items/books-jp/4323036124/
https://www.youtube.com/watch?v=7K-Ct_8r2W4
https://www.youtube.com/watch?v=NtFEHjQ4PWQ


幸先の良い一日になりますでしょう…？

　（＾ｗ＾）ｇ

でもまた「偶然」拾った音楽がコレ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=z3c2ZQc1MnY

油断はならない一日でしょうかね…？？？

　（＾＾；）

違うんだ〜…（＾＾；）…
https://www.youtube.com/watch?v=8TVvJWfzq0s

https://www.youtube.com/watch?v=hP4j8Ituq1Y
ｗｗｗ（＾ｗ＾；）ｗｗｗ

これ近い。

https://www.youtube.com/watch?v=1x5TeFkR6qI

でも弦楽じゃなくて、

打楽器が主体の、ジャンジャカいうやつが聴きたいのよ〜…☆☆

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412031552493063/

ルーピン先生、退職。(ToT)
2014年12月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

長くなるので本文あとからパソコンで書きますわ〜…(T_T)

https://www.youtube.com/watch?v=z3c2ZQc1MnY
https://www.youtube.com/watch?v=8TVvJWfzq0s
https://www.youtube.com/watch?v=hP4j8Ituq1Y
https://www.youtube.com/watch?v=1x5TeFkR6qI
http://85358.diarynote.jp/201412031552493063/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201412031552493063/


フクイチ明らかに挙動不審。

「何かが大量に吹き飛んだ」

もよう…(-_-#)…
ハマオカもスパイク隠し？

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月3日16:01
前から私が言ってた

八甲田と十和田の噴火が予想されたらしいけど、

同じく陸奥湾と噴火湾のダブル津波の予測はまだか？

(・ω・;)(;・ω・)
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今日もバイト中番なので、もう時間がありませんね。　（12月４日）

http://85358.diarynote.jp/201412040858048140/

Ｇｏｉｎｇ　Ｈｏｍｅ　！

2014年12月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございます。

０８：３９です。

今日もバイト中番なので、もう時間がありませんね。

（＾＾；）

今朝の目覚まし音楽は、

（ＣＤは米国版なのでＤＮＡ検索にはひっかかりませんで…）

クリスマスだし？とゴスペルなのですが…
https://www.youtube.com/watch?v=UUOntoSEO0w
https://www.youtube.com/watch?v=torlY1lGwYI&list=RDKm10vO2z3u4&index=3

いまいち目が覚めなかった…ｗ（＾へ＾；）ｗ

（つまり、３０分ほど、寝坊しました…☆）
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さて、情報チェックだけしときますか…＞

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
12月3日 23時19分：愛知付近で震度３の地震。
震源は「中央構造線断層」よりも、やや上だけど、愛知付近は１１月中旬ぐらいから

、ちょっと変なんだよね。

→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/532842171640979456 …）

…そういや、こないだの「戸隠山地震」のあと、
「次は熱田神宮か！？」とか書いたなぁ、私…
　||||（＾＾；）||||

検索脱線ｗ

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

かなり長い間、私は北米と南米の先住民族は「別種族」と認識していたんだけど…

　だって、（＾＾；）音楽ちがうし！

　服も文化も顔だちだってちがうし！

彼ら同士では、「同族のあっちとこっち」とか、

「遠いけど親戚」的な親近感があるらしい…

　長生きしよう…　もっともっと、たくさん音楽が聴きたい！

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月4日9:00
あッ！（＠＠；）！

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/532842171640979456
https://www.youtube.com/watch?v=njDwElfAGOg
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http://85358.diarynote.jp/


私が（無意識に）よくやる、

「腰落とし足踏みダンス」って…

北米先住民の動きなのか…っ！

　前世！（＾o＾）！記憶だねっ♪
 



ハリポタのアズカバンを見直してたら、ルーピン先生（仮名）が退職してるし、

http://85358.diarynote.jp/201412041019174437/

ウクライナで原発の事故だかテロだか。（；‾

Д‾）
2014年12月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
　

ハリポタのアズカバンを見直してたら、

ルーピン先生（仮名）が退職してるし、

田中芳樹のドラよけロシア旅を読んでたら、

ウクライナ原発かい。

(-_-#)

これも一種の予知なのか？

(-"-;)

ちなみに、

１２月１１日と１５日が

「要注意」日らしい。

１２月１５先の未来が全く読めない。

「無い」わけではないとは思うが…

(・ω・;)(;・ω・)

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月4日10:19
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現在、札幌はウクライナの風下？ではないかな…北風？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月4日10:35
中国、近畿、四国、東海に、９時頃から「放射能」到達とな。

まぁ一昨日のフクイチ？よりはカワイイ線量だがな…

ツイッタの「sakai meg」さんの情報が速いようだ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月4日15:52
↑が、もし「有料課金サイト」への呼び込みサギだったら、ごめんね？(^_^;)
でも西風？なのに関東以西の線量が一斉にじわじわ上がりってのは、確かに変だ…？
(°д°;;)

日本でこれなら、直近の地域はどうなる！？

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月4日15:57
しかも関門海峡が揺れてたりとか…
(・ω・;)(;・ω・)

こないだから頭の中で谷山浩子の「時の少女」が勝手にリフレインしてるのって…
？(ToT)？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月4日16:16
札幌も体感では線量上がってる。むしろ中性子線？

気温は激寒らしい(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月4日20:31
１８時半くらいから久しぶりに激しく本格的な、
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めまいと立ちくらみ。(∋_∈)

地球がちゃんと回っているとは信じられない頭の揺れっぷり。

(ΘoΘ;)

１９時過から札幌の空気も変。

激しい空咳。

…むしろ、異常乾燥？

（空気が金属味！）

(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月4日20:34
小樽で火事。

あちこちで工事中。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412042043022987/

札幌０.０３２μ。

2014年12月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
咳が出るのは乾燥とインフルういるすのせいらしい…
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今年の４月からの８ヶ月間は、ワタクシ人生史上最高に、満ち足りた日々てした
…(*^_^*)　（12月５日）　

http://85358.diarynote.jp/201412051105416461/

遊びをせんとや生まれけん、

2014年12月5日 日常 コメント (2)
　

まぁ私の場合、遊ぶと言ってもひあすら歩くだけｗ

(^_^;)

残り少ないかも知れない？貴重な平穏な日々なので、

心残りのないように、歩きますわ☆

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月5日13:08
ちょうど目的のショートコースを歩き終えたところで雪が降り始めました。

徳島県、０.１２μ超え、

新潟県、０.１０μ超え。

山形県、宮城県も線量上昇中。

 
カミサマ、ありがとう。

今年の４月からの８ヶ月間は、

ワタクシ人生史上最高に、

ラクで楽しくて愉しくて、

音楽と映像鑑賞と、

ＢＣ級グルメ食に、

満ち溢れた、

満ち足りた
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日々てした…(*^_^*)

何があっても踏ん張れます。

(^_^;)

今後とも、よろしくお願いいたします…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月6日6:17
写真、失敗したな〜（＾＾；）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412051809547208/

満月見天然温泉☆源泉かけ流し露天風呂〜♪

2014年12月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

札幌プラマイ１０℃。

積雪ゼロ。

線量０.０３μベクレべる。

徳島の高ベクレは、

放射能雪１５cmのせいだって…？
(‾○‾;)

cmk2wl @cmk2wl 
· 6 時間 6 時間前 
2012年　放射線量測定：雪が積もっても200μSv/h超える(γ線のみ)
https://www.youtube.com/watch?v=10mdfeLKOTg …
多分、「雪が積もっても」→「雪が積もって」じゃないかと…。
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月5日18:13
ちなみに入湯料は、

少し値上がって、

４４０円なり☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月5日20:33
あっ（；‾Д‾）いかん北海道の線量も上がってるッ…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日14:12
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8分 8分前 
この報道、知らなかった。

「１２月５日　共産党・笠井氏、くも膜下出血で手術。４日の遊説中に体調不良。手術後の経過

は良好で、意識は清明であり、身体機能にも異常はない

（http://www.sankei.com/politics/news/141205/plt1412050028-n1.html …）
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バイトは早番。自宅玄関から札幌大通テレビ塔さん下まで約一時間で踏破できました。
（雪なし）　（12月６日）

http://85358.diarynote.jp/201412060613281965/
腐苦異けん、終了ｗｗｗｗｗ

2014年12月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

　

おはようございます。

０５：５５を過ぎちゃいました。

札幌は外気温マイナス５℃。

ちょっとゼイタクして（＾＾；）室温２０℃設定です。

バイトは早番。目が覚めないのでお気に入りの音楽を…
貼りつけようと思ったら、悠宙舞で検索しても、見つからない…

　ｗ（＾□＾；）ｗ

お気に入りでしょっちゅう聴いてるＣＤなんですが、

いま見たら、１９８７年版だ…

　ｗ（＾■＾；）ｗ

曲のタイトルで検索しようとすると、今度は「ありすぎて」発見不能というね…★
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https://www.youtube.com/watch?v=YrN8C_Fp3hg
やっと一曲、発掘☆

『ＳＡＮ　ＤＩＥＧＯ』というタイトルのＣＤで、

当時はけっこう流行った。はずなんですが…（一過性で？？）

しょーがないので、私だけ、ＣＤで娯しみますわ…☆☆

さて。

札幌にクルのは「１２月１１日から先」だと予知？してるんですが…

腐苦異、終わってますね…

原発、いくつありましたっけ？あそこ…
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月6日8:42
吹雪の予報の降雪確率５０％でしたが、札幌は快晴。

朝焼けの様子から視て、

「今日がその日」

（北関東ＤＩＥ震災ＤＡＹ）である確率も５０％くらい？

すでにバイト先着です。早番。

自宅玄関から札幌大通テレビ塔さん下まで約一時間で踏破できました。（雪なし）

働いて食ってきます。

「貯筋」して、サバイバルに備えます…(^_^;)

https://www.youtube.com/watch?v=YrN8C_Fp3hg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月6日13:20
震源が若狭湾で

揺れたのが福島って？

フクイチのメルトスル〜断裂が

フクイ地下に到達したっていうこと？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月6日13:27
降雪確率６０％の恐ろしい放射能吹雪の予報を無視して札幌は快晴無風。

でも線量高めです。

ビリビリしてます。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月6日22:50
加藤 浩幸 @Piroyukikato · 6時間6時間前 
今夜の満月が昇る頃です。０時をすぎる頃、その月は南中し、とても高い位置から私たちを照ら

します。冬至に近いこの時期、太陽はとても低く、満月はとても高い位置で南中します。きれい

な丸い月が、頭上で輝く夜です。
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一瞬で猛吹雪に！／バイトは中番ですが…バス、来るんでしょうか…？（12月７日）

http://85358.diarynote.jp/201412070708441996/

号砲一発。

2014年12月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)

６時頃から降り始めました。

さっき雷が鳴ってました。

いよいよ冬将軍の本格到来です。

(^_^;)

昨夜中に

地震と原発で３つくらいコピペってるので

読んだら逃げましょう…

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
北海道も青森も、大丈夫かな。http://ma-04x.net/all.html
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月7日7:09
コスタリカでＭ６。(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月7日7:11
てゆうか、一瞬で猛吹雪に！

（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月7日9:00
cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
雪かきは、なるべくやめたほうがいいと思う。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月7日9:01

cmk2wlさんがリツイート  

絶望型超現実主義　妖怪まみー @youkai_mommy 
· 12時間 12時間前 
政治を変えると言いながら被ばく量を増やしている人がどれだけいる事だろう。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412070839283504/
キャプテンズ・ベスト / CAPTAIN’S BEST -BEST HITS AND NEW SONGS-
2014年12月7日 音楽
　

 
あらためまして、おはようございます。
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０８：３６です。

正確に言うと持ってるＣＤはこれ＞

じゃないんですけど。（＾＾；）

まぁ今朝の音楽はコレです。

https://www.youtube.com/watch?v=boNRVXR7bqg

…って…（＾＾＃）なんだこのセクハラ美女の集団は…（＾＾＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=cETKg__EnK0
まぁヘテロな殿方は、映像みてアゲアゲになってください…ｗ

あ、これは初聴。

カバーですが、いい感じの編曲ですね〜♪

https://www.youtube.com/watch?v=9KsS4CbzGWo

てなことで、こえから残り２２分、情報チェックしたら「前項に追加」しときますので…

吹雪のなか、バイトは中番ですが…

バス、来るんでしょうか…？（＾＾；）？
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412070901557826/
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月7日14:46
 
 
札幌は予報を無視して晴れ。

風が強くて、パウダースノーが下から上に降ってます…(^。^;)
電波だか電磁波だか放射線だか紫外線だか死害閃だかが

ビシバシ横殴りで、

意識が絶え絶えのフラフラ。

(∋_∈)
 

https://www.youtube.com/watch?v=boNRVXR7bqg
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満月で新雪の豊平河畔〜♪　（12月７日）

http://85358.diarynote.jp/201412072118125218/

この状態は「幸せだ」と評して過言ではない。

(‾ー+‾)ニヤリ
2014年12月7日 日常 コメント (3)
 

満月で新雪の豊平河畔〜♪

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2014年12月7日22:45
10:45頃から？「なんか軽くなったな」と思っていたら、パプアニューギニアでまたもやＭ７級が
揺れた後だった…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日14:20
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12月7日 
日本時間：12月07日 10時22分07秒ごろ

パプアニューギニア近海でマグニチュード6.8の強い地震。
（震源の深さ：約10km　太平洋プレート） 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日14:39
cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
雪はもっと汚れている。近年のは「酸性雪」と言われるぐらいpHに偏りがあり、山岳地に降る雪
でも都会と同じぐらい汚染されていて、硫酸イオンや硝酸イオン、ゴミが検出される。高い山は

汚染物質のフィルターになっている。

雨と違い、蓄積されるので雪解けで一気に汚染が広がると…。
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現在の私は、かつてなく安楽で安全で安心で、幸福に近いほど快適なので…　（12月
８日）

http://85358.diarynote.jp/201412080610526599/

おかしな夢を見た。

2014年12月8日 家族・子育て コメント (5)
　

予知や霊（神）夢じゃなくて、精神分析的な夢。

２０年も前？（！）にガンで亡くなった愚父への、私が２１歳でついに家出を敢行してその後の

鬼としか言えないナサケナイ（実害ありまくった）仕打ちまで含めて、子どもの頃からの暴力や

圧政など色々積年の怨み辛みワダカマリを、ようやく赦すというか、理解してチャラにする気

になったらしい。

(^_^;)

あとさきのことはともかく、ただいま現在の私は、かつてなく安楽で安全で安心で、幸福に近い

ほど快適なので…、

この先へ「生きたまま生まれ変わる」ために。

これは猶予された必要な時間なのだと思う。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日6:13
亡愚父はあれでまったく悪気はなかったんだよ本人。(-"-;)

ただ本当に一生懸命、本人なりにマジメに生一本に一生懸命。
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頑張ってたのに、空回りしまくってただけで…

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日6:20
そんな亡愚父ても、私が命ガケで家出してプロテスト（抗議）したから。

本気で私はもう死んだものと思って、彼なりに色々、考えながら生きて…

ほとんどコペルニクス的な大転換と大成長を遂げて、最期は、ベタぼれしていたのに相手からは

ストーカー呼ばわり(-.-;)されていた妻の亡き父（亡舅）が、守護霊としてオムカエに来てアチラへ
と帰天した。

その後の一時期、私のまわりを守護霊みならい的にうろうろしていたのは知っている。

今は実家でベタぼれしていた元妻の飼い猫(^_^;)をやっていたが…

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日6:23
おそらく彼の愚行と家庭内軍事独裁暴政弾圧の最大の被害者であっただろう長女（私の鬼姉）の

死期が近い。

（千葉県で被曝してるからね…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日6:24
彼女が死ぬ時には、彼はオムカエに行って土下座してアヤマラナケレバならないだろう…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日6:25
色々なことが激動している。
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私だけが安全圏にいる。

(^_^;)



心臓が止まってた？ 　（12月８日）

http://85358.diarynote.jp/201412080644551922/

被曝死と冬鍋の一酸化炭素中毒死は似ている。

2014年12月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

最初に気力と思考力をやられ、

何も考えられずにぼ〜っとしている間に、逃げ遅れて死に至る。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日8:55
ガテマラが揺れ過ぎ…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日10:38
家事の後二度寝したら死ぬかと思ったくらい酸欠で死にかけて気分悪くなって目が覚めたけど、

睡眠時無呼吸？

それとも心臓が止まってた？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日10:51
夢？の中で爆風を二度聞いた。

フクイチの

線量グラフがキレてる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日15:22
不正選挙監視団 @rigged_election 
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· 3時間 3時間前 
福島放送のテーマソングを歌っていた歌手の須藤薫さんが死去、58歳。白血病とのこと。
http://bit.ly/IyoAME

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 3時間 3時間前 
【拡散】hal_lotus_water 原発が冷却機能を失ったと聞いて、てんぱらなくていつてんぱる？　こ
の国の常識は、ほかの国では非常識。日本国という幻影が、未だ見えているのが異常なんだよ。

これ、残像ですから。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412081353464544/

爆風スカンク、フクイチちゃん★

2014年12月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまして、おはよう？ございます。

１３：４５です。（＾＾；）

前項コメント欄参照。半分寝たまま、死ぬかと思いました…
　（－－；）

金縛りと似てますが、もっと物理的身体的な危機感でしたね…
　（－－；）
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…と、いう、不安を吹き飛ばすための一枚！
https://www.youtube.com/watch?v=VCoTHdIQyYk&list=RDVCoTHdIQyYk#t=241

…で、あらためて起床しなおし、今週分の「見習い魔女の大鍋料理」を仕込んできましたよ…

　大根たっぷり♪（＾＾）♪

 
んで…ちょうど私が、

「寝たまま酸欠で死ぬかと思う気持ちの悪さ」を体験していた時間帯に…

北海道、線量グラフが２回、切れてるの…わかります…？
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日15:20
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 1時間 1時間前 
【拡散】神奈川で相次ぐ突然死や病気の急激な悪化による死。http://bit.ly/19lglmo 

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 2時間 2時間前 
首都キエフの手前でプルトニウム汚染がピタッと止まるワケがない！ 東京もそうだ！絶対に認め
たくないだろう。 東京は既に住めない街だということを！　http://bit.ly/QUYKKy

https://www.youtube.com/watch?v=VCoTHdIQyYk&list=RDVCoTHdIQyYk#t=241
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「立たない自由を行使します」　（12月８日）

http://85358.diarynote.jp/201412081752463551/

一人だけヒトラーに敬礼しなかった／衆院憲法

審査会５０人中、改憲手続き法に反対したのは

共産党・笠井議員１人。

2014年12月8日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！
　

脱線した拾い物。＞

https://www.youtube.com/watch?v=unCVi4hYRlY

映画は観てませんが、いい音楽ですね。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8分 8分前 　この報道、知らなかった。
「１２月５日　共産党・笠井氏、くも膜下出血で手術。４日の遊説中に体調不良。手

術後の経過は良好で、意識は清明であり、身体機能にも異常はない

（http://www.sankei.com/politics/news/141205/plt1412050028-n1.html …）

紫野明日香 反原発 @asunokaori · 12月3日 
一人だけヒトラーに敬礼しなかったというこの男性の事を思い出しました 
http://p.twipple.jp/azS3D 
@ayukero52: 【覚えておこう】
衆院憲法審査会５０人中、改憲手続き法に反対したのは共産党・笠井議員１人

沖縄とスウェーデンに続こう。 @ayukero52 · 12月6日 
【覚えておこう】衆院憲法審査会５０人中、改憲手続き法に反対したのは共産党・笠

井議員１人　　起立（賛成）政党は自民、公明両党と民主、日本維新の会、みんな

の党、結いの党、生活の党の計７党
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「立たない自由を行使します」

http://www.ne.jp/asahi/border.company/ran/blog12.html
https://www.youtube.com/watch?v=HW5dEmjZxug

http://85358.diarynote.jp/201010051106342462/

さらにぜんぜん関係なく脱線ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=80c_yR_E6jM

http://www.ne.jp/asahi/border.company/ran/blog12.html
https://www.youtube.com/watch?v=HW5dEmjZxug
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https://www.youtube.com/watch?v=80c_yR_E6jM


気合を入れ直す。（＾ｗ＾）ｇ　（12月８日）

http://85358.diarynote.jp/201412081844261882/

Keep On Moving !
2014年12月8日 音楽 コメント (4)
　

気合を入れ直す。（＾ｗ＾）ｇ

https://www.youtube.com/watch?
v=SqjqvkAXXD8&list=RDgVoSpBp7DEM&index=16

…このひとも、「兆かっけー！」

「イケテル」（活きてる）ば〜さん♪　に、なったなぁ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=XXGa1tMnbdk&list=RDgVoSpBp7DEM&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=ZncWCgN-zms&index=30&list=RDgVoSpBp7DEM
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日19:59
磁気嵐がどうとか。

軽井沢の線量は郡山と同じとか。

…洗濯でもするか…
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日21:37
「スパイクを消したような欠測」に気づいた人が増えてきたようだ。

でも逃げないのね。
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０.４μ出ても？(-_-#)

明日には死んでる人、急増。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日21:41
「東北新幹線 車内で０.５μ」

「千葉県 子どもの急死 急増」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月8日22:03
間違いなく私が夢の中で２回聴いたのは春一番とか爆弾低気圧とかクラスの「爆風」で、

フクイチ周辺のメルトスルーアウトダウンタウンぶきうぎバンド的な

地下溶融炉超高温間欠熱泉が「噴火」して…

爆風が同心円状に瞬間風速超音速的に拡がり…

線量を遮断しないでマジメに計測している機器だけ反応して、

瞬間的に針が降りきれたんだと思う。
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バイトは中番。あと２４分しかありませんね。　（12月９日）

http://85358.diarynote.jp/201412090841273632/

いつかなんて永遠に来ない。

2014年12月9日 音楽 コメント (1)
　

おはようございます。

０８：３６です。

バイトは中番。

あと２４分しかありませんね。

さて、明日から事実上の「ニホン酷」健忘症…もとい、憲法停止宣言ですね。
（－－＃）

平和で自由だった日々への哀悼をこめて、今朝はこの曲…

私が生きてるあいだに、この苦荷が、差別と弾圧と投獄と徴兵と出征と戦死と…強制労働と拷問
の世界に、逆戻りするなんて…

思って、なかったですよ。本当には…

　…（－－；）…

「いつか」やろうと思い続けたまま、けっきょく手をつけずに来てしまった５０年分の重石が、

足にからみます。

逃げようにも、重石と資金不足と、「逃げる先」（安全が保障されている場所）が、地球上に存

在しないというね…

　（－－；）

だから、日々、場当たりで…

投獄されようが殺害されようが、ワタシはワタシ。

http://85358.diarynote.jp/201412090841273632/
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生きて、みましょうか。明日からも…

（…しかし、いったい、何処で…？？？）

地震マップ @eq_map · 5 時間 5 時間前 
【M5.2】PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION 30.0km 2014/12/09 03:44:46
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1G7zJ73 
(USGS)http://j.mp/1qlv5yj

地震マップ @eq_map · 6時間 6時間前 
【M4.4】OFFSHORE GUATEMALA 35.0km 2014/12/09 01:32:50JST, 2014/12/08
16:32:50UTC
(G)http://j.mp/1w7ninc 
(USGS)http://j.mp/1uaK2zH

地震マップ @eq_map · 14時間 14時間前 
Updated【M6.6】SOUTH OF PANAMA 20.0km 2014/12/08 17:54:52JST, 2014/12/08
08:54:52UTC
(G)http://j.mp/1A7UBqU 
(USGS)http://j.mp/1IokZCO

地震マップ @eq_map · 15時間 15時間前 
Updated【M6.7】PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION 10.0km 2014/12/08
17:54:57 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1G6vXuK 
(USGS)http://j.mp/1IohJY6

（ ↑ 震源２カ所でほぼ同時発震？）

…まぁ、インドネシアの揺れっぷりを見ると、
「東南アジアの日本語コールセンター転職」プランを、

やめておいたのは、正解だったか…

　ｗ（＾□＾；）ｗ
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月9日8:59
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
特定秘密保護法が施行されるのは、あと２日です。１２月１０日から法は施行される。よくアベ

くんが「国民には関係ない法です」とか言ってますけど、これを信じてる人は情報弱者ですよね

。まぁ、こういう平和ボケの人が、パクられる事はないけど「意見を言う、政府に異論をいう

場合」逮捕の可能性もある
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路面がシャーベット状態で、バスが来ない…(ToT)　（12月９日）

http://85358.diarynote.jp/201412090950033390/

やはり徒歩通勤にしたほうが良さそうだな…(-"-
;)
2014年12月9日 日常 コメント (1)
気温が高く、天気も良いので油断した…(-"-;)

路面がシャーベット状態で、バスが来ない…(ToT)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月9日9:56
遅刻の心配をしながら、

いつ来るか判らないバス待ちで

震えながら待たされるよりは、

一時間早起きして、

朝日に輝く雪の河原を

汗かいて息せききって

雪中ジョグしたほうが、

はるかに前向き…

┐(’〜`；)┌
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降雪確率２０％だったので徒歩通勤！と思ってましたが、現在ちょっくら吹雪いてます
…（＾＾；）…どうしようかな…　（12月10日）

http://85358.diarynote.jp/201412100751144790/

改竄のお知らせ。（＾＾＃）

2014年12月10日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！
　

おはようございます。０７：４０です。

降雪確率２０％だったので徒歩通勤！と思ってましたが、

現在ちょっくら吹雪いてます…（＾＾；）…どうしようかな…

さて、本日はいよいよ、言論の自由が「保障されて」きた、

日本国憲法が事実上の失効をきたした日。でございます…。

だんだん「世界の空白」…＞
が、増えてくるでしょう…（－－＃）

まぁ「すでに保障されている」と慢心して油断して、

絶えず自らのちからで「補修する」努力を怠ってきた、

わたしたち自身の「事故責任」ですよね…（－－；）…

てことで、…今朝は、やっぱり、この曲？

♪自衛隊に入ろう♪

https://www.youtube.com/watch?v=XFRkB3mpqD8

♪東電に入ろう♪

https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM

♪「信じる者は、救われる」♪♪

んで。本日のタイトル…

この小項目、旧題は「選挙による革命☆」でしたが…

http://85358.diarynote.jp/201412100751144790/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://diarynote.jp/items/books-jp/4001145014/
https://www.youtube.com/watch?v=XFRkB3mpqD8
https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM


もう無理です。「不正選挙」しか、ない時代にソレは…
（－－；）

ので、タイトルを「改正」いたします…（－－＃）

新項目＞『くたばれ！不正選挙による主権簒奪盗！」

その他、もう一カ所、マイナーチェンジをしておきますので…

見つけた人は、なまぬるく嘲笑してください…★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412100803283963/

【事実上の日本国憲法停止日】の朝記。

2014年12月10日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

さてさて。

消されないうちに！

聴いて！おきましょう〜！！！！

http://85358.diarynote.jp/201412100803283963/
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「メルトダウン」

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM

（おまけ♪）

https://www.youtube.com/watch?v=vIGTNN51bTA

https://www.youtube.com/watch?v=aJdMa1VI0do&list=RDvIGTNN51bTA&index=3
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
https://www.youtube.com/watch?v=vIGTNN51bTA
https://www.youtube.com/watch?v=aJdMa1VI0do&list=RDvIGTNN51bTA&index=3


札幌市街地の雪中徒歩通勤は、じつに快適だということが判明。／バイトの客は脳ベク
レた被曝性認知症の迷惑ゾンビばっかり。　（12月10日）

http://85358.diarynote.jp/201412101005299362/

札幌グッドなごみデザイン賞！

2014年12月10日 趣味 コメント (2)
　

表彰！(^o^)／

あなたのすてきな笑顔は、

札幌のみちゆくひとまで、

つられて笑顔にしてくれます♪

感謝をこめて、

ここに表彰いたします！(^o^)／
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月10日10:09
札幌市街地の雪中徒歩通勤は、

じつに快適だということが判明。

o(^-^)o

空間線量さがってるから、

天然【肺洗浄】（脱被曝）

になるわ〜♪(≧ω≦)b

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月10日15:49

http://85358.diarynote.jp/201412101005299362/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=211
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岐阜と静岡で怪しい欠測。

バイトの客は脳ベクレた被曝性認知症の迷惑ゾンビばっかり。



バイトは遅番ですが、１時間早く出て徒歩通勤の予定…（＾＾）　（12月12日）

http://85358.diarynote.jp/201412120837154950/
「狂ったニッポン」…but…『ＳＩＬＥＮＣＥ　ｉｓ　 ＮＯＴ　ｔｈｅ　ＡＮＳＷＥＲ 』！
2014年12月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０８：１６です。

バイトは遅番ですが、

お天気が安定してるめなので、

１時間早く出て徒歩通勤の予定…（＾＾）

なぜか昨日の入湯中から、脳内ＢＧＭがこれでした…
https://www.youtube.com/watch?v=XgAZW275lOs

すでにもう…懐メロ…？

　（＾ｗ＾；）

前項コメント欄は、

寝入りばなに耳元で呟かれた、

http://85358.diarynote.jp/201412120837154950/
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予言というかメッセージというか、

いつもの「空耳ご託宣」で…（－－；）

パッと一瞬で伝言ゲーム的に耳打ちされただけなので、細かいニュアンスは当たってないかもで

すが、

「来年」「北陸」

「人口」「３分の１」までは、当たっていると思う…

（来年中、なのか、来年から、なのか、ちょっと不分明…）

つられて２曲目…
https://www.youtube.com/watch?v=VihiUZHYkMU

さよなら。大好きだった、北陸の、美味しいお寿司…
　（ＴへＴ；）

（高校のころ、一時期「富山能登」（とやま・のと）というペンネームを使っていたくらい、

大好きな土地柄でした…
　（－－；）

いきおいで？３〜４曲目…
https://www.youtube.com/watch?v=VJckPO-Z810
 

https://www.youtube.com/watch?v=VihiUZHYkMU
https://www.youtube.com/watch?v=VJckPO-Z810


さすがだ、講談社ｗ（書くぞ♪）　（12月12日）

http://85358.diarynote.jp/201412120855007676
選挙に行けよ…！　（「生中継」　津波警報）！
2014年12月12日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (2)

「白票」禁止！

じぶんで選べ！

そして書け！

書いて、投票して、監視しろ…！

そして。それでも。

「これは不正選挙だ！」と、直観する結果であったならば…

荷物をまとめろ。

非暴力・直接行動だ。

徳川幕府が一揆より何より、最も恐れた、庶民の権利行使…

それは、「逃散」だ…！
https://www.youtube.com/watch?v=2_gy72vnxg8

https://www.youtube.com/watch?v=fIoC5Dcf0W4
（うわ何コレ「生中継」津波警報…！）

　（＠＠；）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ちなみにこれは、今朝の起き抜けに

「起きたら検索しとけ」と指令をうけとったキーワード、

「講談社　札幌」の、検索結果…（おまけ？）…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6#.E8.AC.9B.E8.AB.87.E7.A4.BE.E6.9C.AC.E7.A4.BE.E3.83.BB.E6.94.AF.E7.A4.BE.E3.81.8A.E3.82.88.E3.81.B3.E3.81.9D.E3.81.AE.E5.91.A8.E8.BE.BA.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E6.8A.97.E8.AD.B0

さすがだ、講談社ｗ

そして「本社半壊して水没するから投稿どころじゃない」というブロックタイミングははずれた

、らしい…

「本社機能移転」計画は策定できた？らしい…？

　（＾ｗ＾：）

（書くぞ♪　ってことで…個人的には、ほぼまったく健康で元気です…☆）

（最後まで読んでくれた人のためのオマケ♪）

　https://www.youtube.com/watch?v=kebT9WJNfyY

（うわーたくさんあるー！！）

https://www.youtube.com/results?
search_query=%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E6%AE%BF
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月12日23:48
あれ？wikiの「逃散」トリガ、どこ消えた？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日16:47

だいぶ遅れて気がついたのだが、

私から「ガッカイ淫」ヨバワリされて、

「ガッカイじゃありません！」て怒鳴り返すイジメ女どもは…

「統一崩壊」か「強欲のバケガク」の、人。らしいんですね…★
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札幌ワーキングホリデーなう♪　（12月12日）

http://85358.diarynote.jp/201412121107196937/
【 北陸予言 】の追加。
2014年12月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
　

 
札幌ワーキングホリデーなう♪

　o(^-^)o

ね？歩きたくもなるでしょう？

白石区の自室を10時40分に発、
積雪５cmで、
気温０℃のカタユキ（凍雪）の

快適な道をサクサク歩いて、

11時00分ジャストに暖房きいたバイト先の休憩室で
コート脱いで着席しました。

　(*^_^*)
じつに快適な日々です…♪

んで。

前項と前々項とそのまえ参照。

石川県の線量グラフ要注意。

徒歩通勤中にウォーカーズハイで予言（チャネリング）の追加情報。

「山形、新潟、富山、石川、

福井、岐阜、滋賀、京都、

兵庫、島根まで。

３分の１が死に、

３分の１が逃げ出し、

３分の１が遺る。

http://85358.diarynote.jp/201412121107196937/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201412121107196937/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141212/85358_201412121107196937_1.jpg


今年すでに動いており、

来年中に目に見える」

だそうです。

皆さま、

お逃げ遅れのありませんように〜

（続く！）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月12日11:34
「横須賀でスパイク 米軍」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月12日15:51
ごめん、京都、鳥取、山口もだ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月12日15:56
ちなみに腐苦死魔〜宮城南部〜千葉北部までは「全滅」。

「東京」周辺は「半分死ぬ」。

静岡は「ほとんど逃げる」…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2014年12月12日16:18
吾妻山で噴火の兆候。

震源が丑寅線。

札幌の空間線量０.０３２μ。

断続的に吹雪。

大阪の食いベクレ脳損傷が酷い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月12日16:26
空気がビリビリしている。

なんかあった。

ちょっと揺れすぎだろ。

カナダにギリシャまで！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月12日21:45
「東京・神奈川 完全にアウト」
「精神障害者の発生が数百倍」

甘い甘い。大阪も静岡も、

ベクレ脳だらけだぞ〜(`ヘ´)

…吾妻山と富士五湖で発震。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日16:52
 
　　↑

冒頭の時間おかしい。（＾＾；）

０９：４０に出て、

１１：００に着。だと思う。
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バイトの隣席に喫煙ベクレで死期の近い、しかも本人通院中のくせに現在なお異様にタ
バコ臭い…治す気ないなら公的医療費の無駄遣いをするんじゃねぇっ！…が座ってた…
　（12月13日）

http://85358.diarynote.jp/201412130849361020/
原発を東京湾に…棲みたくないですよね。／平和のうちに生存する権利。／専制と隷従、圧迫と
偏狭を、除去しよう。

2014年12月13日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (6)

おはようございます。０８：２６です。

まずは【道新ニュース】から…ｗ

と、思ったけど、やめて、こっち…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=L8OTZNh5y5Y
https://www.youtube.com/watch?v=pKQ37qHYoBs

いよいよ明日がこの苦荷の最期かもしれない、酷性センキョですね…

ということで、まぁ今朝はこの曲。

https://www.youtube.com/watch?v=nhXkD3FYJR8
https://www.youtube.com/watch?v=90QN-gnJbKY

https://www.youtube.com/watch?v=G1A7L8gOrxU
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https://www.youtube.com/watch?v=oKMcuWrcJyI
https://www.youtube.com/watch?v=OjZ-dN8DYho

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月13日8:51
こんなもの貼ってたら、

明後日には獄中かなぁ、私…（００＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月13日11:25
「桜島が爆発的に噴火」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月13日15:51
徳島の線量すでに魔界？(-_-#)

私は原因不明で

やたらと機嫌が悪い。

体調でなく機嫌。(・_・;)

空間線量０.０４４μと札幌にしては高めな雪に降られたせいと、

バイトの隣席に喫煙ベクレで死期の近い、しかも本人通院中のくせに現在なお異様にタバコ臭い

…治す気ないなら公的医療費の無駄遣いをするんじゃねぇっ！…
が座ってたせいもでかいとは思うが…

たぶんそれだけじゃない。

「ナニカ」が起こってる…

https://www.youtube.com/watch?v=oKMcuWrcJyI
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(-"-;)

…ハナが垂れてきたけど、

エボラか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月13日15:57
「ソレは１５日に起こる。」

（そして２週間続く。）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月13日16:08
「札幌 来週１６〜１８日」
爆弾的低気圧がクルらしい…

ヽ（・＿・；）ノ

機嫌が悪いのはそのせい？

でも、空気が苛電してるのは、

放射性だよね…？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月13日21:51
１６日からの札幌の吹雪は、

むしろシルアンパカムイ（大地の守護神）の防御というか迎撃体勢だと思う…(・_・;)
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投票とバイトに征ってきますわ〜…☆　（12月⒕日）

http://85358.diarynote.jp/201412140817559029/
「革命が必要だっていうならすぐに実行したほうがいい」。

2014年12月14日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (1)

おはようございます。０８：０６です。

札幌はマイナス６℃。

まだ雪が少ないので、かえって冷え込みが厳しく感じます。

まずは、酷政選挙が正しく投票され監視され、

「自公過半数割れ」という僥倖を切に祈って、

この曲。

https://www.youtube.com/watch?v=RtvlBS4PMF0

（和訳字幕つき）

https://www.youtube.com/watch?v=ppCt-ZwEN1s

個人的には、（いくつか懸念事項はあるものの）

体調は良好。

無駄に気力だけが充実していて、
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「来るなら来い！てか、私を征かせろ！」という感じで、

出走前の競走馬のようにご機嫌さんです…☆

…？（＾ｗ＾；）なぜ…？

本音を言えば、できれば、このクニを見棄てたくは、ないです…

神様、お願いです…
https://www.youtube.com/watch?v=RkZC7sqImaM

ばあいによっては、

「北海独立！【アイヌモシリ共和国】設立運動！」とかもアリではありますが…

どうか。ニッポンに、正当な、選挙結果を、ください…。

https://www.youtube.com/watch?v=yN4Uu0OlmTg

（前項に、懸念される「大量 急性 被曝死」のグラフデータを貼っつけたら、

ごはんたべて、

投票とバイトに征ってきますわ〜…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=2xB4dbdNSXY&list=RDRkZC7sqImaM#t=0
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月14日9:30
投票しました。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412141117184507/
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選挙に行こう！

2014年12月14日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！
（前項参照）

少なくとも札幌市白石区の投票率は低いとは思えない。

選挙管理の役員さんも、悪人にもガッカイ淫にも見えない。

しかしながら、いかにも機械で改変しやすそうな、怪しい用紙だ…(・_・;)…

不正選挙ノー！

…正当に開票集計されますように…！

http://85358.diarynote.jp/201412141117184507/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141214/85358_201412141117184507_1.jpg


（コールセンタースタッフ　時給９００〜１０００円）　（12月⒕日）

http://85358.diarynote.jp/201412141118495419/

札幌よいとこ移住においで！

2014年12月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
（前々項、参照）

 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412141122552077/

逃げ！

2014年12月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
（前々前項、参照）。

投票したら、すぐに、

荷物をまとめましょう。

新年は札幌で！

求人と住居はあります。

今朝の札幌都心の空間線量は、

０.０３０μです。

       

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月14日15:53
だめだ、不法選挙だ。(-_-#)
欺民の違反は完全スルーの警察が、今回に限って投票当日から冤罪捜査を公表…
ありえない！(`ヘ´)

そして北陸の急性被曝症状は、想像をはるかに超えてます。

(ToT)

北陸海側、

脳ベクレと心筋異常。

手遅れレベル…(ToT)

山側！

「冷静に考えて」自分にはまだ健康寿命があるはずだと、自信のある人だけ…

移住を。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月14日16:24
「不正選挙」でツイッタ検索！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月14日21:56
「投票率が低い」

そんなはずはない。

「２０１６年衆参Ｗ選挙で自民が単独３分の２をとるための」布石なら、

公明党もしょせん、使い捨ての走狗…

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月14日22:18
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バスに乗ったとたん、本降りの雪。

相変わらず、「私だけ」は、

絶対安全圏だな…w



目がおかしい。大気圏内にいるのに大量の宇宙線？　（12月15日）

http://85358.diarynote.jp/201412142307505112/

「沖縄、自民全敗！？」(≧ω≦)b
2014年12月14日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (5)
　

まじ？(＠□＠;)

共産党が小選挙区とか？

(^。^;)

じゃあ、

絶望するのはまだ早いのね…？

　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…とりあえず、心臓が繊細なので寝ます…。

σ(^◇^;)。。。

あした、考えるわ…！
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月15日7:58
目がおかしい。

ここは宇宙空間か？！

って現象が起きてる。

http://85358.diarynote.jp/201412142307505112/
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やはり昨夜のうちにとても沢山の人が死んだ。

それぞれ無関係と見なされる、であろう理由で。しかし一夜にして統計的に異常と思われる大量

さで…

なにこの、大気圏内にいるのに大量の宇宙線？に、眼球を撃ち抜かれて失明するかもな暮らし…

（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月15日8:19
「直接の死因」は事故とか心臓麻痺とか脳溢血とか凍死とか急病死とかと診断される。

発見が遅れ、死亡届けが来春になるものまで含めて、ものそい多数。

「早く死んだ者勝ち」！(^_^;)

なにこの太陽【死害】線量…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月15日8:25
網走！釧路、根室で連発地震。

根室かなりやばい。

夢で視た【花咲津波】は、じつわまだ終わってなかったのか？

釧路湿原は海没する。

ソレはソレで美しい自然景観が発するので楽しみだが、沿岸の陸生生物の生き残りは大変そうだ

…

二度寝します…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2014年12月15日12:21
「放射能 汚染 アザラシ 死亡」
「コオロギ セシウム」

「上野丸井 日本人捨ててきてる」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月15日12:36
「紫外線を浴びると 毛母細胞にダメージ」

いや、今朝のはγ線らしい…。

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


リスは泳げないので沖縄の小さな島での津波と台風は、札幌の吹雪よりもコワイので
すが…　（12月15日）

http://85358.diarynote.jp/201412152145495048/

「賢兎まだ死してないのに走狗煮らるる」

茶番な失敗ｗ不正選挙…＞そろそろ、【独立】
？

2014年12月15日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！

（前項続き）

マスゴミが伝えない真実BOT @bot1masugomi · 12月10日 
【定期】　社民・照屋議員「沖縄は独立した方がいい」 H25（2013）.04.01.
http://www.youtube.com/watch?v=QnAqGaNbCWw …

もちろん「照屋つながり」で、どんどん征きましょう…♪
https://www.youtube.com/watch?v=4zg4ND5k3GQ&list=PL58A46544B20996C8&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=noSEaznupdg&list=PL58A46544B20996C8&index=7

選挙は茶番でしたが、ゼッタイ勝ちがとれると驕りたかぶったやつらの、

完全に思惑通りには、いかなかったようで…ｗ
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身近な葬科学怪人だったはずのひとたちのオーラが、最近やけにすっきりとしたなと思ったら、

「自分たちは騙されていた！」と改心（目が醒めた）らしく…？

ガッカイや、「ムサ死」や「電痛」の中にも、

こっそり「内部造反」組がいるようで…

いろいろ、ごそごそと、タノシゲな気配が…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=vSD9JIwBkqU&index=23&list=PL58A46544B20996C8

とりあえず、「地元の人間つながり」の強い沖縄では、ムサシの不正も手が出せない！

らしい…！（＾ｗ＾）！…♪♪

リスは泳げないので沖縄の小さな島での津波と台風は、札幌の吹雪よりもコワイのですが…、

まぁ、とりあえず、憲法９条がやヴぁくなったら、「沖縄に亡命」して…、

【沖縄（うるま／琉球）独立！】

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130515/plc13051508460006-n1.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E9%81%8B%E5%8B%95

に、参加するわ~♪♪（＾ｗ＾）♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=aq8L_lHRW-M&index=16&list=PL58A46544B20996C8

https://www.youtube.com/watch?v=Hvr7mB0f9OE&list=PL58A46544B20996C8&index=18

参照：http://www.bekkoame.ne.jp/i/a-001/

もう一曲！♪

https://www.youtube.com/watch?v=CcvgIWLDY0Y

https://www.youtube.com/watch?v=vSD9JIwBkqU&index=23&list=PL58A46544B20996C8
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130515/plc13051508460006-n1.htm
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ものすごく間違っています…ｗ　（12月16日）

http://85358.diarynote.jp/201412160204061908/
そろそろ、独立？…「人生意気に感じては」…【 北海 道義 国 】とか、いかがでしょ…？
2014年12月16日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (1)

右の「北海道独立！」（関連）旗の

うち、１つが

ものすごく間違っています…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=hMVqUHl_jD4
さらに違うｗ

そろそろもう、独立？　って思ったときに…

https://www.youtube.com/watch?v=zLDHB4y3Emg
https://www.youtube.com/watch?v=LI4GWCyWv1I

「北海道民国」

「北海共和国」

「北海道アイヌモシリ連邦」

「東海＋北海 自由独立連邦」

（※日本から独立して、同じく独立した沖縄と、【統一】朝鮮半島と組んで、

「もと日本に侵略されたつながり」で、国際社会に存在感をアピール☆）と…

どれがいい？　（＾ｗ＾）

爆笑おまけ発掘物（兆危険！）ｗｗｗ
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https://www.youtube.com/watch?v=veS2whRuAYQ
https://www.youtube.com/watch?v=jXv6y_Hl544

https://www.youtube.com/watch?v=Bj6zDaC8W1U
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ITBcGazpI

まじめな？おまけ…
https://www.youtube.com/watch?v=e89NqIgQ3DE

在道【自衛隊】諸君に問う！

道民を【衛】って、ニホン酷性腐とタタカウか、

道民に銃を向けて、似本（似非）なヤツラの、

走狗として、煮られる非道をえらぶのか…？

https://www.youtube.com/watch?v=Fl2TfF-u9JQ

https://www.youtube.com/watch?v=h6dq57vz3jI&list=PLBiWGRDbH2CpfxRGgejG7n6G-
dn5mTxyY
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日2:40
「支持政党なし」の１０万庶民の諸君！

ないなら創れ！　自分たちの理想の正統を…！

https://www.youtube.com/watch?v=veS2whRuAYQ
https://www.youtube.com/watch?v=jXv6y_Hl544
https://www.youtube.com/watch?v=Bj6zDaC8W1U
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札幌は吹雪の見込み。　（12月16日）

http://85358.diarynote.jp/201412160312377765/
さて、しかし…。
2014年12月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

再三おつたえするが、一番賢明かつ「懸命」な選択は…

「逃げ散る」ことである…

「逃散」（ちょうさん）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%83%E6%95%A3

　（－－；）

生きて行きて、…活きなさい！
https://www.youtube.com/watch?v=IstzHJGydzU

https://www.youtube.com/watch?v=_s0H38-NJe8&list=PLFB88A2291D92AF55
 
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日3:26
九州は火山と原発再稼働に加えて鶏インフル陽性〜…★

札幌は吹雪の見込み。（しかし太陽フレアからの防御陣ｗ）

逃げろ、逃げろ！

逃げ惑って、生き延びろ…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日3:35
朧月 @rougetsu · 6時間6時間前 
そういや15日くらいから23日くらいまで凄まじい磁気嵐で太陽が隠されて空にはオーロラが現れ
地球は闇に覆われてとてつもなく長い夜になるだろう的なNASAの奴ってどうなったの？　マジで
あるの？

漁師@三浦半島 @nagesida · 11時間11時間前 
TEC異常変動
先週は平均中央値を下回っておりましたが、本日は北海道から沖縄まで大きく上まあっており

ます。国分寺、山川に続き稚内でも正相磁気嵐になっております。

赤道環電流Dstは大した変動は無いので太陽風だけの影響では無さそうです。
http://wdc.nict.go.jp/IONO/HP2009/latest-TEC/index.html …

峯岸 哲平 @marinosu_gishi · 17時間17時間前 
そういえば明日じゃん！

NASAが公式発表した12月16日から22日までの丸6日間地球は太陽の9割が遮られて真っ暗にな
り300年間で最強の磁気嵐が襲って地球全域でオーロラが見れるってやつ！
知ってる人多いいかな？

http://85358.diarynote.jp/
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…さて、日本時間の昨日（１５日）の朝から、

「太陽が変！」と気がついて、

網膜を傷めた実感をもちつつ目が醒めた私は…

現在、眠るのが怖いですが…（＾＾；）…

寝ます…（明日もお休み！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日3:37
サ・マ @mmmsig · 12月14日 
15.16と地震に磁気嵐に流星群と色々集まりすぎてるでしょう…
宇宙規模の2日間だな…

http://85358.diarynote.jp/
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来年までのあいだ事実上唯一の「冬休み」にあたる２連休の後半で、つい寝過ごしてし
まいました。　（12月16日）

http://85358.diarynote.jp/201412161210201860/
続「独立ノススメ」…「ぼくは逃げる」。きみは、「革命」したいか〜？？
2014年12月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

おそようございます。私にとっては来年までのあいだ事実上唯一の「冬休み」にあたる２連休の

後半で、つい寝過ごしてしまいました。

　（＾＾；）

昨深夜というか今日の午前３時ころ、全国一斉で、

あやしい「放射線量グラフ欠測」が発生。＞

http://ma-04x.net/all.html
これは人災の、【フクイチ核爆発】関連と思います。

天災は天災で、これまた今朝の夜明けの時間帯の太陽輻射も、緯度が高めの北海道の分厚い防寒

壁のなかの分厚い羽布団のなかにいてさえ、全身がびりびり「碧の矢」で貫かれまくる不快感で

悪夢にうなされちゃうくらいでしたが…

（暴れたあげくにベッドから落ちて目が醒めた…（－－；）…）

現在も、ものすごい明るすぎる太陽が南中してますが、荒れ狂う吹雪がかなり撹乱してくれてい

るはずで、直射！という感じではありませんが…こわくて屋外になんか出られません。（－－；
）
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悲壮な気分で一曲目はこのあたり。

https://www.youtube.com/watch?v=ukK0hZrUNrQ

さいきん「珍しい面白い曲が紹介されてるから」という理由で、ご訪問くださってるかたがいら

っしゃるようですが…

まだ読んでなかったら、昨日の夜中に入れたのが沢山ありますので、どうぞ？

http://85358.diarynote.jp/?day=20141215

じゃ、このへん聴いて悲壮感を「リアルじゃないもの」に転換して胃痛をごまかしながら、情

報チェックをしてきます…★
https://www.youtube.com/watch?v=0B8C2MkkEqI

BOPPO @Boppo2011 · 19時間19時間前 
◆磁気嵐ロジック更新

昨晩12/14 23時からの地磁気反応を確認
Ｍ６＋対応 12/15〜17
Ｍ５＋対応 12/18〜19
危険重複度 12/15,20レベル３(注意)
ブログ http://boppo20110311.blog.fc2.com/blog-entry-1653.html …

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日12:35
かなりすごい強風が吹いてきました。

かなり分厚い雪雲におおわれているのに、空が異様に明るく、鉛銀色に光り輝くようです。

…こりゃ…赤道近辺で直射日光に刺されてる人は…

「即日死上げ」だわ…（＠＠；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=ukK0hZrUNrQ
http://85358.diarynote.jp/?day=20141215
https://www.youtube.com/watch?v=0B8C2MkkEqI
http://boppo20110311.blog.fc2.com/blog-entry-1653.html
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日12:37
BOPPO @Boppo2011 · 5時間5時間前 
◆磁気嵐

昨晩も12/15 23時から地磁気反応あり
M6+対応が12/19朝まで
更に、今夜〜明日12/17にはM7+対応も
磁気嵐ロジック更新は、帰宅後に

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日12:39
中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 
現在のオーロラ発生状況。太平洋側で徐々に強い磁気嵐によるオーロラが発生しつつある様だ。

猫塚＠塩小姓 @nekomekko · 17分17分前 
太陽フレアの影響で電気が使えなくなって食料の備蓄云々って話に職場でなっていて「では戦国

時代と同じ暮らしができるのだな、米はわしは土鍋と火で炊けるし蝋燭もあるし、あとは馬がい

れば…」と独り言言ってたらそこ萌えるなと言われた。

http://85358.diarynote.jp/
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見通しがまったくきかない猛ふぶきや大雪による交通障害のおそれがありますので、外
出を控えてください。　（12月16日）

http://85358.diarynote.jp/201412161303552927/

「マグニチュード７.5級がいつ起きてもおかしく
ない」北海道・泊原発の海底活断層。

2014年12月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

天も変。地も異。（－－；）

北海道、ヤヴァイ…？？
（＞＜；）

タニ　センゾー @Tanisennzo · 12月13日 
@Tanisennzo 
北海道・泊原発の活断層と3号機の検査記録の改ざん
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-778.html … 
http://pic.twitter.com/owH1lKHzvj

地震マップ @eq_map 
· 33分 33分前 
【M3.2】浦河南方沖 深さ47.0km 2014/12/16 12:11:16
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(G)http://j.mp/1zj3Lms 
(アニメ)http://j.mp/1IVJrvy

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M3.1】釧路地方 深さ116.0km 2014/12/16 09:59:09
(G)http://j.mp/1zZHUjS (Y)http://j.mp/1GpFA7W (アニメ)http://j.mp/1GpFA7U

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M3.7】襟裳岬南東沖 深さ31.4km 2014/12/16 09:51:59
(G)http://j.mp/1vTCjpl (アニメ)http://j.mp/1vTChxE

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 十勝沖 深さ約30km M3.6 16日09時52分頃発生 
(G)http://j.mp/1GpEZCZ (気象庁)http://j.mp/1BN2nI3

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ66.4km 2014/12/16 09:49:29 http://j.mp/1zZE8XX

地震マップ @eq_map 
· 5 時間 5 時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ58.5km 2014/12/16 08:12:02 http://j.mp/1DDcT9p

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M4.3】国後島近海 深さ182.6km 2014/12/16 07:10:24
(G)http://j.mp/12Y55yt (アニメ)http://j.mp/1zhF0Hk

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M3.5】青森県西方沖 深さ8.6km 2014/12/16 01:55:40
(G)http://j.mp/1qS9spH (アニメ)http://j.mp/1AdpRFi

地震マップ @eq_map 
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· 14時間 14時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ45.4km 2014/12/15 22:58:58 http://j.mp/1AcJdud

地震マップ @eq_map 
· 16時間 16時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ43.9km 2014/12/15 21:22:40 http://j.mp/1AcobvL

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ60.1km 2014/12/15 15:34:22 http://j.mp/135qghE

地震マップ @eq_map 
· 22時間 22時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ43.0km 2014/12/15 14:30:59 http://j.mp/12RDY7Y

おまけ追加。

http://85358.diarynote.jp/201412162018537874/
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日13:11
吹雪と

地震と

磁気嵐と

原発事故と

広域停電が、

冬の北海道にいっぺんに来たら…

まぁ、あきらめて死ぬしかないか…（－－；）…★

http://j.mp/1AcJdud
http://j.mp/1AcobvL
http://j.mp/135qghE
http://j.mp/12RDY7Y
http://85358.diarynote.jp/201412162018537874/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


特務機関NERV @UN_NERV 
· 2 時間 2 時間前 
【北海道地方 気象情報 2014年12月16日 11:33】
北海道地方は、１６日夕方から１８日にかけて、見通しがまったくきかない猛ふぶきや大雪によ

る交通障害のおそれがありますので、外出を控えてください。暴風、高波、高潮に厳重に警戒し

てください。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日13:17
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 3時間 3時間前 
今、100mSvとか、1000mSvとか言ってますね。 1mSvなんてのは、なめたっていいんだと言うよ
うな感覚ですよね。 僕らから言わせると1mSvが みなさんの幸不幸の分かれ目になるのです ：低
線量被曝とぶらぶら病（肥田舜太郎医師）

http://amba.to/14Xt5h0

不正選挙監視団 @rigged_election 
· 5時間 5時間前 
南相馬市市民「水道水が青く見える」検査を求め市が拒否。水道水に多量の放射性セシウムが原

因　

http://bit.ly/1r12tFo
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412161645066080/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日17:27
札幌は爆弾低気圧２つ挟撃!?
とかで、もともと低気圧に弱い私などすでに息苦しさを感じて酸欠でパクパクしてるんですが、

http://85358.diarynote.jp/
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まだ９９７ヘクトパスカル。

(^_^;)
明日には道東中心に９４８まで下がるとか…

バイトサボろうかな…
ヽ（・＿・；）ノ

しかも磁気嵐の影響で全分子が振動しているせいか、変に気温が高く、現在プラス１度！

(‾○‾;)

吹雪なら我慢できますが、気温一度の激猛暴風雨なんです…
（；‾Д‾）

これは死ぬ。たくさん。

札幌の人、吹雪は平気だけど、

低温暴風雨の対処なんか、全く慣れてない…

（てことで停電籠城対策なう）

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日18:45
凄まじい風で、電波状況まで悪くなってきたようです。

ＰＣも動作不安定になってきました…（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日19:00
ボロイ家なら風で倒壊するんじゃないか？？？

http://85358.diarynote.jp/
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「どうせダメなら」 酒は飲まずに、風呂はいって洗濯して明日のバイト逝きの準備
して…、海外「政治亡命」脱出に備えて、気力体力を温存しておくさ…★　（12
月16日）

http://85358.diarynote.jp/201412162202347941/
「ときどき拷問するよ」。

2014年12月16日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (4)

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

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

私の『禁未来死』の、「原作イメージそのまんま」の、

曲調である…ｗ

そしてリアル社会情勢も、どんどん『隣地球』（朝日ヶ森）シリーズ

「そのまんま」の展開に、陥っているのであった…（－－；）

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

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

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

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

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

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

端から捕まえて牢屋に入れるか、直接デモ隊に発砲する。
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「同じ投票所で投票」https://twitter.com/search?
q=%E5%90%8C%E3%81%98%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%89%80%E3%81%A7%E6%8A%95%E7%A5%A8&src=typd

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

るの？」← これはやっぱり地元の方達は、ぜひ追及して下さい！！

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

された、熊本県上天草市長選挙の投票率は７６％。同じ投票所で投票、何でこんな

大差？投票率改竄の決定的証拠！

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

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

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

いくらなんでも。

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

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

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

解不可。前回比１０％高い７０％近くはあったと考えます

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

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

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

の日本には「公正な選挙」が欠けてます、国際社会の協力を！

修（生活の党）さんがリツイート 
森本たかおん＠毎日がメルトアウト @TakaoMorimoto 
· 12月14日 
竹中平蔵が会長の「パソナ」が実際の開票作業を担当。

安倍晋三が大株主の「ムサシ」が機械による票集計を担当。

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


出口調査を担当するのが、麻生太郎の「アソウヒューマニティ」

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

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

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

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

とん＆みー

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

たい人はいるはずなのに…

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

さて…。

「どうせダメなら」酒は飲まずに、

風呂はいって洗濯して明日のバイト逝きの準備して…、

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日22:21
空気がおかしい。

再びの雪。びちゃびちゃ路面に救急車のサイレンが鳴り響いてる。

…明日の通勤がキョワイ…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/11/25/7503214
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014120802000097.html
https://www.youtube.com/watch?v=R7x_FCTHKNI&index=4&list=PLCC3CAEC8005E26B6
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2014年12月17日0:19
札幌の気圧９８５。

静かです。

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

現在、完全に無風で晴れ。気温はプラス。聞こえるのは雪が溶ける水音のみ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日3:21
札幌９８４ヘクトパスカル。

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

寝ます。(^_^;)
 

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


「数百年に一度」と言われた超絶猛吹雪とやらはどこへ消えたんでしょう？　（12
月17日）

http://85358.diarynote.jp/201412170819092503/

？？吹雪はどこ逝った？？

2014年12月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

おそらく札幌周辺民はいっせいに同じことを書いているとは思いますが。

「数百年に一度」と言われた超絶猛吹雪とやらはどこへ消えたんでしょう？

札幌０８：０６現在、完全に無風で好天です。

空の青が美しいわ…（＾＾；）…☆

天気予報も降水確率９０％だったのを一応５０％まで下げ、「数年に一度の吹雪」に警戒を、ま

だ呼びかけていますが…

磁気嵐エネルギーと相殺？

太陽風に吹き飛ばされた？

とか、星新一的三文ギャグＳＦ設定をいっぱい考え付いてしまいますが…

http://85358.diarynote.jp/201412170819092503/
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やっぱり十勝岳の噴気熱に遮られて、道東に雲が偏っちゃったんでしょうか…

（道東一帯は大変そうなことになってます…！！）

特務機関NERV @UN_NERV 
· 2時間 2時間前 
【北海道地方 気象情報 2014年12月17日 06:44】
網走・北見・紋別地方では、１７日昼前から数年に一度の猛ふぶきとなるおそれがあ

ります。外出は控えてください。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 2時間 2時間前 
【網走・北見・紋別地方 数年に１度の猛吹雪に】（続き）
外出は控えて、厳重に警戒するよう呼びかけています。この情報は、数年に一度の強

さの暴風雪が予想され、大規模な災害が起きるおそれがある場合に、道内の各気象台

が独自に発表するものです。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日8:19
まぁ休校決定済みの学校関係者とかが、喜んで踊り狂っているでしょうよ…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月18日7:26
〜０４９１７４５、

＞０４９１８４５．

　（＠ｗ＠）ｇ
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雪中競歩通勤８０分。超悪路で２回も転倒。　（12月17日）

http://85358.diarynote.jp/201412171019267492/

みごとな煙トレイル…(^。^;)
2014年12月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)

09時10分頃、札幌市の環状大橋付近で撮影。
国際法上、一応の公海であるところの津軽海峡上あたりを見事に西から東へ一直線。

ロシアか中国の気象干渉と推測されますが…

はて、目的はなんだ？

(・ω・;)(;・ω・)

（以下、18日朝追記。）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 16時間 16時間前 
山梨県に異様な形の雨雲。＞

KnZ @_KnZ · 2時間2時間前 
今日も空はケムトレイルだらけ

http://rb2.pw/01rsE,131.2/5 
ケムトレイルを撒いてる飛行機が一目瞭然。
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アセンションへの道のり 88 @_chiba · 8時間8時間前 
秘密保護法の強行成立を受けて、 世の中には一般市民に知られては困ること…必死に
隠さないとならない事が山ほどあることに気付きました。特別管理秘密の９０％以上

が衛星写真だそうですが…隠したいのはケムトレイルの証拠ですか？宇宙人や宇宙船
など、NASAが隠している宇宙の秘密情報ですか？

Etsuko @mamadaigo · 21時間21時間前 
“@gomimaria: これは何？RT @nochemtrail: 普通こんな時間にこんなに飛んでない。し
かもこんな日に。 ”ケムトレイル巻きながら飛んでる奴らかな

Lightworker @Lightworker19 · 12月9日 
FaceBookに投稿出来ないワードは「ＴＰＰ反対 」「ケムトレイル」「ＴＰＰ反対
」「ケムトレイル」「ＴＰＰ反対 」「ケムトレイル」「ＴＰＰ反対 」「ケムトレイル
」「ＴＰＰ反対 」「ケムトレイル」「ＴＰＰ反対 」「ケムトレイル」「ＴＰＰ反対
」「ケムトレイル」

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日10:35
写真はアングルが失敗でしたね…(^_^;)

雪中競歩通勤８０分。

良い汗かきましたが、

超悪路で２回も転倒。

水とマックシェイクとシャーベットとミゾレと雪とガチンコの氷河と薄氷と氷下の水溜まりと雪

庇が混在していて…
ヽ（・＿・；）ノ

救急車が、フル稼働してます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日14:48
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札幌は予報を完全に無視した穏やかな日射し。しかし明日も市内全域で休校？の噂。

…じつわ密かにエボラ対策だったりしないよな…？(-"-;)

北陸全域は定例のように０.１μ超え。

福井でハデな欠測。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日14:50
根室市街が高潮で「海没」してるらしい…
釧路湿原にも塩害が出るよ…
(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日14:53
地球正面で

Ｍ９クラスの太陽フレア発生。

札幌の気圧９８３。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月17日22:38
札幌まだ無風。

明日の未明から崩れるとの予報もあり。

今日はみょうに疲れたので寝ます…
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バイト中に、姉のすぐ近所の、被曝症状（いわゆる脳ベクレ）を起こしてロレツが回ら
なくなってる末期のバカ客と会話した。　（12月18日）

http://85358.diarynote.jp/201412180627122461/

【ＷＯＲＮＩＧ！千葉！チェルノブイリ

は0.13μSv/ｈ以上は放射線管理区域。】　
（愚鬼姉の誕生日だ…）。
2014年12月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

まだ命があるのか、

まだ健康寿命がいくらかでも

残っているのか、

いろんな意味で「恐い」ので

未確認だが、

昨日、バイト中に、

愚鬼姉のすぐ近所の住所の、

みごとなまでに典型的な

被曝症状（いわゆる脳ベクレ）を起こして、

ロレツが回らなくなってる末期のバカ客と会話した。

人間、被曝であそこまで大脳を損傷したら、

あとは心臓麻痺か事故死を待つばかりである。
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(∋_∈)

愚鬼姉よ。

なぜ、逃げなかったのだ…

tsuto @karrento · 12月15日 
先日千葉県の柏駅前の交差点で空間線量が0.20μSv/ｈあった。チェルノブイリ
は0.13μSv/ｈ以上は放射線管理区域。0.50μSv/ｈの場所に住んでいた子供たちが、チ
ェルノブイリ事故から２０年以上たった現在出産し、正常に生まれる子供は１５％だ

という。福島は0.5μSv以上も。

きーこ @kiiko_chan · 12月15日 
DELI議員：
少なくても公園の土壌や砂場の砂に関しては、

空間線量ではなく、きちんと土壌を計測して、より厳しい基準を設けるべきだと思い

ませんか？

＜土壌の放射性物質測定の必要性＞12/11　千葉県松戸市（文字起こし） 
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4020.html …

…同じ「きーこ」で大違い…（－－；）

文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 12月13日 
“@GeorgeBowWow: 2011年の事でした。それにしても恐るべき高線量。しかも原因は
隠蔽。

→https://twitter.com/suhamayuki/status/539385064463691776 … 
@Lulu__19:柏市で57.5マイクロシーベルト ””

千葉県柏市…＿|‾|○。

kenji @buick54aki · 12月13日 
3月11日の千葉県市原市におけるコスモ石油火災で劣化ウラン倉庫が焼け落ちで800キ
ロ近いウラン２３９が首都圏に飛散（可能性）事件　

http://www.youtube.com/watch?v=TaBx1j0hbHQ …　
市川、松戸、柏、我孫子付近の線量が高いのはＦ１由来じゃないってことか。

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4020.html
https://twitter.com/suhamayuki/status/539385064463691776
http://www.youtube.com/watch?v=TaBx1j0hbHQ


不自然に思ってたが合点がついた。”

ケロ爺 @kero_jiji · 2月11日 
@irukatodouro はい。千葉県内、我孫子、柏、松戸、流山、白井、鎌ヶ谷、印西、市川
、船橋、八千代、千葉、佐倉、成田

2011年、空間線量0.2μSv/h以上の場所が広く存在し、そのような場所ではちょっとし
た集積で簡単に1μSv/h以上の場所が出現しています。



バイト中番。寝坊したのでバスで出勤しまーす…。　（12月19日）

http://85358.diarynote.jp/201412190857332528/

「夢は叶えるために在る」。

2014年12月19日 音楽
　

おはようございます。

０８：５０になっちゃいました。

今日はバイト中番なので、あと１０分しかありません。

（＾＾；）

今朝は気合を入れたくて、ＢＧＭはこのへん。

https://www.youtube.com/watch?v=tSGq0A9erNg&list=PL283D06769217E830&index=19

吃音というハンディキャップを自力で克服して世界的な歌手になる！という夢をかなえたこの遅

咲きの「スキャット氏」は、ＣＷニコルと並んで「私のお手本」ですとも…。

札幌は外気温マイナス３℃。

ジンクスからいうと「私が油断した頃に天災が実際に起こる」ので…
油断は大敵なのですが。

ここしばらくの倦怠感とか頭重感とか苛々した感じは抜けて、「原稿！書きたい！」という気分

がまさってきました…

他の出版社は知らないが、私がターゲットに定めている講談社は、たぶん、

ニホンの「頭狂」都市に何かあっても、たぶんフランスあたりの海外拠点を根城に、既存の「著

作権料」を確保しつつ、「海外移住者の日本語文化」を懲りずに発信しつづけるでしょう…

ってことで、その時点で、「生き残った日本語エンタメ作家」になってられば、いいや…ｗ

寝坊したので今日はバスで出勤しまーす…。

では。

http://85358.diarynote.jp/201412190857332528/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00005EHUC/
https://www.youtube.com/watch?v=tSGq0A9erNg&list=PL283D06769217E830&index=19


泊原発の直近、積丹半島が揺れてるじゃないですか…　（12月19日）

http://85358.diarynote.jp/201412191500004283/

根室Ｍ５.５。
2014年12月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

写真は昨夏の道東カケアシ１８切符の旅の時のやつですが。

その時に書いてたと思います。

「私が道東に行けるのはこれが最後。根室釧路は津波に沈む」みたいなことを…

(T_T)

猛吹雪に高潮。

群発地震に噴火。

…大好きな道東が…(ToT)

札幌は平穏な上天気。

年末と吹雪明け（肩透かし！）の混雑が重なって、道路が大渋滞してます…
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（平和！）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月19日15:07
Ｍ５発震時は気絶しかけたけど、まだまだ異常睡魔が継続中なので、まだまだ決定的なのが来る

まで、揺れ続けると思います…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月19日15:23
インドとイラン、

カリフォルニアとチリ、

揺れてます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月19日20:28
何度か気絶しかけた異常睡魔。

泊原発の直近、積丹半島が揺れてるじゃないですか…

（；‾Д‾）
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「貯筋肉」のためにも、今朝は徒歩通勤です…☆　（12月20日）

http://85358.diarynote.jp/201412200904207894/
（この状況下で避難も備蓄もせずに、「自分はまだ正気で正常だ」とか思いこんでる人のほうが

、よっぽど神経がオカシクなっていると思う…）
2014年12月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

携帯からのメモ用。（＾ｗ＾：）

まぁ音楽が聴きたい人は前項参照で。

生き延びたいから、「貯筋肉」のためにも、今朝は徒歩通勤です…☆

（時計が鳴りました。逝ってきます…）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月20日11:13
雪中速歩
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８０分ジャストで到着。o(^-^)o
実に爽快、愉快、娯快…（ん？

効率よく歩き易い

最短ルートを開拓しました。

荷物と靴は重いめなので、

ちょうど良いボッカ（荷揚げ）訓練になります。

目指せ、６０分踏破(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月20日11:36
「Ｘ１.８の大規模フレア」！

通信障害に警戒〜！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月20日15:50
徳島で竜巻。

九州は積雪５cm？で
宅急便が全滅したらしい。。。

(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月20日16:18
札幌は雨ですよ？(*_*)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月20日22:01
降水確率６０％くらいだったと思った予報わ完全に無視して、

札幌は晴れ。ヽ（・＿・；）ノ

しかも12月20日の21時55分に、
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気温はプラスで、地面は雪融けでびちゃびちゃ。(-"-;)

…九州で雪が降ってて、札幌がこれってどうなの…
　(・ω・;)(;・ω・)

明日もバイトで、歩くコンディションにないので３０分待ちの

(-"-;)土日の最終バス。

東光ストアの売れ残り弁当が、１１時閉店のくせにこの時間でまだ半額じゃなかったので、

いささかオカンムリな霧樹りすですよと…

┐(’〜`；)┌



バイト３連勤の３日目で、昨日と今日が遅番。おとなしくバス通勤の予定〜っ 　（12
月21日）

http://85358.diarynote.jp/201412210941227304/

おなじ死ぬなら、踊らにゃ損 song ！
2014年12月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

おそようございます。

バイト３連勤の３日目で、昨日と今日が遅番。

そして昨日はフクイチでＭ６で、起きる気力なんかありゃしません…

って時は、定番の、これかな…
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=XiBYM6g8Tck

音楽の魔力を借りて、ムリヤリ起きだしてる毎日です。

（－－；）

霊的に「目の前（もしくは眼底）が真っ白」で、

超巨大な「ナニゴトカ」が、視界を覆い尽す絶大さで、目前に迫っています…。
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う〜む。「美おしり女」がいっぱい…
https://www.youtube.com/watch?v=DYRhW-xLFPY
https://www.youtube.com/watch?v=JWGHxadUWeA

どうせなら、私は、「男の美ケツ」が観たいぞ…

　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月21日9:42
０４９２１１１．

「無死苦煮」今すぐ。ってか…？
（＾へ＾；）？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月21日9:44
あ、札幌は気温プラマイ１℃。

路面はバリンゴリンの立体スケートリンク…（－－；）…

転倒必至、このご時世であほな怪我は避けたいので、おとなしくバス通勤の予定〜っ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412211005467899/

https://www.youtube.com/watch?v=DYRhW-xLFPY
https://www.youtube.com/watch?v=JWGHxadUWeA
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月21日11:39
歩きながら気絶しかけるほどの異常睡魔。

【Ｍ８】という巨大な警告字幕が脳裏でワーニングアラート。

札幌は溶けて凍って立体凍結の最悪の路面状況。(-"-;)

バス停まで５０ｍの間に、２回も、ペンギンの氷滑りのような勢いで転倒しました…

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


貴重なお休み。１２月後半、他の人が休みたがる時季に限界ギリギリまでシフトに突っ
込まれておりまして…　（12月22日）

http://85358.diarynote.jp/201412221048274119/

Dances of Time
2014年12月22日 音楽
あらためまして、おそようございます。

１０：４５です。

今日は休み。貴重なお休み。

１２月後半、他の人（特に兼業主婦層）が休みたがる時季に突入したので

、

ひとりもんは、限界ギリギリまで、シフトに突っ込まれておりまして…
　（－－＃）

まぁ「稀少なお休み！」を祝うために、この曲。

https://www.youtube.com/watch?v=CYQINvxaPqk&list=PL6E30591CDC93080B

　♪（＾ｗ＾）♪

1999年版だったのか…ｗ
「カセットテープ販売」まで残っていた時代だったのか…ｗｗｗ

と、ちょっと遠い目をしつつ。

情報チェックして、（今日こそ！）床掃除して…

お風呂〜…♪
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412221144575847/
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日12:25
 
 

http://85358.diarynote.jp/201412221048274119/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00000I8UU/
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…けっこう線量が高そうな雪が激しく降り始めた(ToT)ので、
銭湯出撃は断念…(ToT)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412221620412391/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日16:22
「知性あるモルモット」とは、言いえて妙だな…（＾＾；）

「逃げ散る」が、権力者がもっとも恐れる、

もっとも有効なレジスタンスだ、ということを、忘れないで！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月22日16:48
静岡県民の密かな大脱出が

始まっているらしい。

かつてブラジルやアルゼンチンに移民した遠縁を頼って去る人もいるようだ。

船員資格や、刺身やフグの調理師資格を持ってる人は、世界中どこへ行っても食ってける。

海外がだめな人は、土建や内装の技術があれば、建築ラッシュの札幌に仕事はあるぞ〜！
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バイト室内にインフルエンザウィルスが飛散しているのは間違いないです。業務内容は
混迷と錯綜の嵐。(∋_∈)　（12月23日）

http://85358.diarynote.jp/201412230718336531/
12月23日の日記
2014年12月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

おはようございます。

０７：０４です。

札幌はまだ夜明け前でどんより暗いです。

バイト早番。あと１０分しか時間がありません。

路面状況と精神状態があまりよろしくないので、バス通勤の予定。

（バス、来るのかな…（－－；）…）

ＢＧＭ

https://www.youtube.com/watch?v=pIppAP8cNpI

きのうコメント欄に入れちゃったやつをもう一度。（貼っとくだけ。）

なぜか唐突に拾ったネコ動画。

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

…がんばれ、みるちゃん♪♪
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図２＞

日本列島の背中（日本海／東海側）に、「３点一直線」が入ってますね…
　（－－；）

もう一回！

https://www.youtube.com/watch?v=n9_WM8wqpEE

自分がノイロってる気味でうつ病再発の危険性が常時あり、ハタから見たら単なる「いわゆるイ

タイ人」だという自覚と分析力はまだあります…

でも、「私が騒ぐのをやめると」地震が来る、というジンクスもあるんだよぅ…★

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

吉本ダイスケ @dyoshimoto · 6時間6時間前 
太陽風加速。また何かキタかな？

ACE Real-Time Solar Wind | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center
http://www.swpc.noaa.gov/products/ace-real-time-solar-wind … 

宇宙天気ニュース @swnews · 19時間19時間前 
[記事] CMEによる太陽風の乱れが到来し、磁気圏の活動が強まっています。 
http://swnews.jp #swnews

航空新聞社WING @wingnews · 12月19日 
宇宙航空研究開発機構（JAXA）と東京大学の研究チームが、金星探査機「あかつき」
に搭載した超高安定発振機を用いた電波観測などによって、太陽風の謎の一部を解明

することに成功した。

※画像＝太陽風加速のメカニズム（提供：JAXA）
http://wingnews.net/w-daily/pict2014/1412/1219jaxa-w.jpg …

けっきょくやっぱりホンモノｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ia1HWtcQLwQ
（５７秒目からだけのやつは、どっかにないかな…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=n9_WM8wqpEE
http://www.swpc.noaa.gov/products/ace-real-time-solar-wind
http://swnews.jp/
http://wingnews.net/w-daily/pict2014/1412/1219jaxa-w.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ia1HWtcQLwQ


 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月23日13:39
寝起きの気分が低調だったのは書くと長くなる変にリアルでかつ予知でも心理学でもない不気味

な夢見が後味悪かったせいです。

ツイッタ情報「ＣＭＥの憂乱」と関係あるのかどうか、

１１時頃から凄まじい目眩で、デズニ〜の横揺れ回転系のアトラクションでブン廻されてるよう

な揺動感と、

カカトから奈落に引き落とされそうな異常睡魔があります。

12時30分頃は気絶しかけました。

今のところ該当する自然現象なし。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月23日13:42
札幌のバイト室内にインフルエンザウィルスが飛散しているのは間違いないです。

すでに罹患済み。

「発症させない努力」を頑張ります…

(^人^;)
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412231346473477/

わりと美味しいね。

2014年12月23日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (2)
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ローそンの品揃えは「買ってはいけないヤマザキ」だらけなので、

たまに「昼食現地調達」するハメになると、ふだんは敬遠しがちな

「日糧」ですらココロのオアシスに…。(^_^;)

近場のコンビニで

ロバやシロクマを買いたい！

（※道産子のパンメーカーね）

…(・ω・;)(;・ω・)…

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月23日18:47
バイトの業務内容は混迷と錯綜の嵐。(∋_∈)

綾取りか旗揚げゲームか！？というご注文や、延々一時間ほどサルガッソ海で遭難するような

クレーム。(∋_∈)
あり得ない玉突き衝突な多重ミスとか…

今日の星回りって、どおなってるの…(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月23日20:12
個人的には大禍はなかったけど、見事なほど吉凶混合なイチニチでした…ヽ（・＿・；）ノ
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バイトは中番。むしろバス通勤のほうが徒歩通勤より寒い（心身が冷える）という事実
をようやく学習。　（12月24日）

http://85358.diarynote.jp/201412240904519674/
【頭狂】都市…ＧＯ業！ＧＯ火…！
2014年12月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
おはようございます。

すでに０８：４７です。

バイトは中番。

早起き？して歩くつもりだったのですが、たっぷり寝たのに何故かカラダが鈍

重で起きられず、

そして音楽のチカラを借りて無理やり起きだしたら、

https://www.youtube.com/watch?v=Tn9bQPVezCQ

無風ですが激しい小糠雪が降っている…
（－－；）

てことで諦めてバス通決定ですが、そのバスも遅れそうだし。

（－－；）

はやくも運動不足で不快な冬です。

なんかまた揺れています。もうこうなると、めまいなのか地震なのか、自分じゃわかりません

…（－－；）…

いや、そうは思えないな…（＞タイトル）
https://www.youtube.com/watch?v=1yMKd-Z0Xr8

逝っちゃえ逝っちゃえ！

https://www.youtube.com/watch?v=53yj4hU56NA
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412240952073416/

『火涙沢の物語』（りす＠work）

http://85358.diarynote.jp/201412240904519674/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141224/85358_201412240904519674_1.jpg
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2014年12月24日 連載 コメント (4)
　

むしろバス通勤のほうが徒歩通勤より寒い（心身が冷える）という事実をようやく学習。

(^_^;)
服装調節に成功したので、バス５分遅れでしたが凍えずに済みました。(^_^)v

秘密画面で原稿のコンセプト再考しま〜す…
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月24日14:50
アルゼンチン政府は

オランウータンを人間扱い

しているのか、

先住民を類人猿と同一視

しているのか、どっちだ？

(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月24日14:53
ちょっと待て。(‾○‾;)
Ｍ４Ｍ５地震が

半日で１０連発くらいしてるぞ？

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月24日15:08
きのう帰りに菊水元町のLUCKYで半額で買った栗あんパン（美味い）の中から
人間の髪の毛が…(ToT)という悲報。(∋_∈)
しかもけっこう長い(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月24日15:12
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「新しい太陽風の乱れが到達 磁気圏の活動」



汗だくだくでｗ　「歌いながら凍りついた雪道を歩いて帰宅！」　（12月24日）

http://85358.diarynote.jp/201412242023585059/

札幌スケートリンクなう。(^。^;)
2014年12月24日
私がスケートリンクにいるんじゃなくて、 札幌がスケートリンク化。
(‾○‾;)
 
これぜんぶ氷！ ヽ（・＿・；）ノ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412242025064500/

雪うさきｗ

2014年12月24日
 
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412242127402554/

バス代２１０円をケチって食費４１３円を使う

☆

2014年12月24日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (2)
トウゼン、予算はオーバー…ｗ

σ(^◇^;)。。。

…ハマる辛さです。＞
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口から火を噴くｗ

「黒ごじらカレー」と、勝手に命名ｗ

http://www.handaya.jp/shop/index.html

普段のいかにもな「定番カレーライス」も美味いけど、これも定番化希望！

…ちなみに、この、
奥行きがあって立体的な、

ショウユ臭くないけど

白いご飯によく合う

カレールウを調合したのは、

インド人でも日本人でもなくて、

南北韓人系の名のある

（あるいは隠れた）名調理人とみた…

(‾ー+‾)ニヤリ

さらにちなみに、札幌にスープカレー屋さんが多いのは、

ブテチゲ（部隊鍋）と似てると思ってハマった朝鮮族系の移民が多いせいだと思う…

o(^-^)o
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月24日21:37
汗だくだくでｗ

後半も元気に

「歌いながら凍りついた雪道を歩いて帰宅！」

http://www.handaya.jp/shop/index.html
http://85358.diarynote.jp/
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(^-^)g

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月24日21:39
あ、店名が切れてたｗ

半田屋さんの「黒カレー」…♪
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バイト中、通信電波障害多発。　（12月25日）

http://85358.diarynote.jp/201412250027279546/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月25日9:44
 
　

おはようございます。

09:42です。
寝坊しました。

すでにバスの中。(^_^;)

前項参照。

きのう何か不安で寝つけず、今朝は起きたらフクイチＭ５.５。
（；‾Д‾）

いっそのこと寝ている間になんもかも終わっていてほしい…

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月25日14:42
とにかくフクイチと宮城が揺れすぎ。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412251448283015/

じき磁気嵐。

2014年12月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
「地磁気が荒れています」

バイト中、通信電波障害多発。

隣の部署は問題なさげなので、ホスト鯖の設置地域か、耐震性能とかの問題？
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月25日15:01
太陽風は終息方向。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月25日21:20
直球ど真ん中ストライクで

北関東！
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「白い闇が２週間」／お風呂がダメなら、音楽だ…っ！　（12月26日）

http://85358.diarynote.jp/201412260819387786/

(ToT)
2014年12月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

きのうそんな予報どこにも書いてなかったじゃんよ〜！(ToT)

…札幌いきなりまさかの大雪警報。

ええっ！ＪＲが動いていない！

(ΘoΘ;)

…貴重な年末のお休みなのにっ！

…げ、源泉に行けない…っ！
（＞＜。）。。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月26日8:32
違った(^。^;)

車両故障による一部運休だ。

一応、動いてるみたい。

…でも線量高い…(ToT)

前回ムリしてでも行っておけば良かった…(∋_∈)
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とりあえず寝ます…(-"-;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412260903375899/
not １６〜、 but ２６〜！
2014年12月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

訂正。

たしか１２月１０日頃に

「１６日から白い闇が２週間」

みたいなこと書いてたけど、

あれ「２６日から２週間」だわ。

これだ…(ToT)
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月26日9:45
高速が通行止め。

空路もストップ。(-.-;)

帰省と追っかけツアー客が悲鳴ってますね…(・_・;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412261035154388/

あれ？あれ？あれ…？（＾ｗ＾：）！
2014年12月26日 音楽
あらためまして、おそようございます。
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１０：２０です。

音楽は、昨日の「GOGO！」つながりで…
http://85358.diarynote.jp/201412240904519674/
というわけでもないのですが

（＾＾；）

なんかヤケと勢いで、これ？

https://www.youtube.com/watch?v=Ms3s4Boo_3E

　ｗ（＾＾；）ｗ

タレ目のスカシ男は

ワタシの好みじゃないのだが（＾＾；）

歌と肩幅と筋肉はいいよね♪

（…そこ…？）　＜（＾ｗ＾；）

はい。ヘテロな殿方は女子美脚で楽しみましょう〜ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=p47fEXGabaY

外は吹雪。（＾＾；）

お風呂がダメなら、音楽だ…っ！！
https://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo&list=RDvCEvCXuglqo#t=31
 

http://85358.diarynote.jp/201412240904519674/
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雪融け水蒸気を吸い込んだら、光化学スモッグのような気分の悪さに…バス通勤やむ
なし…　（2014年12月27日）

http://85358.diarynote.jp/201412270856173381/
12月27日の日記
2014年12月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

　

おはようございます。

０８：５２です。

バイトは中番。

もはや時間がありません。

お天気は昨日と打って変わって最上ですが（＾＾＃）

まぁ、除雪が間に合ってないだろうから、バス通勤やむなし…

音楽貼ってるヒマがないので、何か聴きたい！と思った人は３個まえのをどうぞ…

あと、地元のかた、いらっしゃいましたら、札幌FALKENに除雪のやりかたを指導してやってく
ださい…★
http://85358.diarynote.jp/201412261933038331/
http://85358.diarynote.jp/201412261953219793/
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日10:12
さっきまで体調は良かったんですが、太陽が当たって溶け始めた札幌市街地の雪融け水蒸気を吸

い込んだら、光化学スモッグのような気分の悪さに…

ちから入りません。(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日10:15
北海道の線量グラフのリアルタイムが表示されない？

泊原発が雪害で事故った！とか岩内だろうな…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日10:33
線量グラフは出ました。(^_^;)

むしろ「太陽風がやや強」「小規模フレアが増」だそうです。

通信障害に注意〜
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財閥系大企業のくせしやがって、非正規職員の涙金な時給をさらに削るか？　それで嫌
気がさして辞めるスタッフの補充に求人かけて面接して採用して教育するコストの方が
、高くついてるぞ？　（12月27日）

http://85358.diarynote.jp/201412271549472159/
【札幌に転職】をお考えの皆さん。

この会社はやめておきましょう。(-_-#)
2014年12月27日 労働／対価　 コメント (5)
　

いや昨日の迷惑除雪の交通妨害会社ＦＡＬＫＥＮじゃなくて、

今いる私のバイト先の話。

(`ヘ´)

年末年始の誰だって一番休みたい時期に

「出ろ出ろ休むやつは許さん」

とムリヤリ脅迫して出勤させといて、シフトが確定してから、

「年末年始に出るやつは

時給１時間分、日給カット」という一方的通達…
(-_-#)

「労働条件不利益改変」に該当するので明らかに労基法違反。

（そして日々「送り付け詐欺」を勧奨している犯罪クライアント会社！）

そんなだからこの１年だけでも２０〜３０人？が、次々退職してるんでしょおが…

(ノ-o-)ノ　┫
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日15:54
「特定秘密 ３７０件指定」。
(`ヘ´)

手詰まりなんだが。(-"-;)

いよいよケツに火がついてきたな…。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日16:03
名だたる？財閥系大企業のくせしやがって、非正規職員の涙金な時給をさらに削るか？(-_-#)

それで嫌気がさして辞めるスタッフの補充に求人かけて面接して採用して教育するコストの方が

、高くついてるぞ？

┐(’〜`#)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日16:21
「太陽フレア Ｍ２」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日20:16
さっきバイト通話中に、ヘッドフォンとは逆の（東側の）耳に特徴のあるッブォ〜…って感じの
耳鳴り。(・_・;)

前これあった時は日野にいて、三宅島が噴火した瞬間だったけど…

さて？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日20:22
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「石狩平野 Ｍ３ 深 １１３km」
ヽ（・＿・；）ノ

長野Ｍ０.９で深さ１０km震度１もきょわいな…(°д°;;)



ここ数日のバイトがあまりに暇だったんで、　（2014年12月27日）

http://85358.diarynote.jp/201412272101074391/

「調整」１万光年。(^。^;)
2014年12月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

銀河英雄伝説ファン限定で、

タイトル見たら生ぬるく失笑しましょう…f^_^;

ここ数日のバイトがあまりに暇だったんで、頭の中で『火涙沢の物語』の設定つめなおしをして

たんですよ。(^_^;)

そしたら、

「リステラス史とは無関係の、独立したＦＴ世界の寓話」とか思っていた話が、

スコンッ！と「リスタルラーナ先史時代史」に、劇中劇として嵌まりこんでしまった上に、

「作者ハタラ・ク＝キアリが、この物語を描くに至った歴史的背景」まで、

ざらっと鳥瞰パノラマ年表付で開陳されてしまい…

(ToT)

…ただでさえ「長すぎて手のつけようのない」
超弩級スーパーロングナイト

宇宙史物語が…(・_・;)

…さらに、２万年分くらい？

　(‾○‾;)

エピソードが増えたかな…

(・ω・;)(;・ω・)　ヽ（・＿・；）ノ
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日21:02
とにかく。

長生きしないと！σ(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月27日21:50
前項コメント「耳鳴り」は、

十勝のＭ２.７のようです。
(・_・;)
噴火が近いな、十勝岳…
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バイトは中番。バスは５分遅れ。路面はカフェオレ・シャーベット。　（12月28日）

http://85358.diarynote.jp/201412280855509996/

霊性と情熱のあいだ。

2014年12月28日 音楽 コメント (1)

　

おはようございます。

０８：４６。バイトは中番。残り時間あと１５分。

音楽はヤケと伊達と酔狂の勢いで、このへん？

https://www.youtube.com/watch?v=53B3ZrhfnOA
へいへい！♪

札幌はへんに気温が高く、夜明け前でプラマイ零度。

足元状況が悪いことが予想されるのと、「日の出前」に起きだす気力がどうしても湧かないの

とで、バス通勤決定。

（あ、昨日の帰りは歩きましたよ？　貯筋肉のため、往復のどっちかは歩こう！と決めました…
）

https://www.youtube.com/watch?v=fCnGx-GuJM4&list=RD53B3ZrhfnOA
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これってアイヌ語の「エトピリカ」？（…っぽいな、メロディラインが…♪）

これ好き♪

https://www.youtube.com/watch?v=WnKvoTqzTD4&list=RD53B3ZrhfnOA&index=7

cmk2wlさんがリツイート 

はなゆー @hanayuu 
· 11時間 11時間前 
@kensonmusic 【写真】　アテネのクリスマス。ホームレスや貧困家庭に（神のかわ
りに）メシをおごった。　

https://twitter.com/afpfr/status/548190143874863104 …　
一方、日本の渋谷区は　

http://mainichi.jp/feature/news/20141226mog00m040041000c.html …　
http://tanakaryusaku.jp/2014/12/00010497 …

渋谷の【越冬越年】炊き出し、

ある年の鍋の仕切りは、このワタシが（野菜洗いから全部！やりました…）

さてと。

https://www.youtube.com/watch?v=zk0uQW8l2Ts&list=RD53B3ZrhfnOA&index=8

冷静に！　霊性に…！　（あれ？）

生きることと、生きのびるための努力を、常に念頭に置くんだ…！！
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月28日9:49

https://www.youtube.com/watch?v=WnKvoTqzTD4&list=RD53B3ZrhfnOA&index=7
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バスは５分遅れ。路面はカフェオレ・シャーベット。(-.-;)



バイトってきます… 　（12月28日）

http://85358.diarynote.jp/201412281602003902/
（追記あり。）　火涙沢の辛い前フリ。（途中まで）

2014年12月28日 連載 コメント (1)
　

（後で暇があったら書くね）

ヒマはないのでザクッと書きます。

（＠12/29、08:55）

えとね。参照。

http://85358.diarynote.jp/201412272101074391/

まぁそういうわけで、「書かなくちゃいけない物語」が、どんどん増えるわけです。（＾＾；）

そして今回の人生（今生）残り命数（寿命）は、どんなに頑張っても、せいぜいあと７０年ぐら

いしか残っていません。（＾＾；）

とりあえず近未来目標の「６０歳までに商業作家デビュー！」を果たすためには…

諸般の地球上性をかんがみるに、日本語の大手出版社としては講談社「単願」（静山社とハヤカ

ワと創元は考慮に入れてる）なんですが、

そして今一番「いまのうちに買いちゃわないと！」と感じている作品は

『火涙沢の物語』なんですが…

これ。イメージとしては「

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2014年12月29日9:01
時間切れ。（＾＾；）

バイトってきます…



今日は守護天使ちゃんが隣席にいるので、イイ顔みせたい陰険フィルチの私に対するイ
チビリ攻撃が未然に防げるのであった…ｗ　（2014年12月29日）

http://85358.diarynote.jp/201412290831062369/

It’s my life.
2014年12月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

おはようございます。

０８：１８です。

ようやく久しぶりに（！？）朝７時前に起きることに成功しまして…

（やはり太陽が遠くて月が細くて、という天体環境にあるとと、太陽系電池で動いている私は充

電が間に合わないわけですね…）

（それにしてもＩＭＥってほんとにバカで使えませんね…
「テンタイ」と打ったら「…耐」、と変換しましたよ…変態ッ！）

音楽はなんか気分でこのへん。

https://www.youtube.com/watch?v=7AYFaX4JHVk

情報チェックして、原稿！（走行中草稿？）書いてきますわ…
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TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
やっぱり、押尾コータローと言えば、これですかね。

教授の曲「戦場のメリークリスマス」　右手の動きがすごいなぁ。

（https://www.youtube.com/watch?v=hKihHThnm2A …）

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
日本の４つのプレート

①北米プレート　②ユーラシアプレート　③太平洋プレート　④フィリピン海プレー

ト

地球上のプレートが４つも交差してる国は日本ぐらい。超地震大国で火山国とわかっ

てて、沿岸部に５４基も原発を造り続けたのは、自民党です

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/549190812005720065/photo/1

アマちゃんだ@tokaiama 
〔フクイチ現場写真〕◆　１号機のこの惨憺たるありさまを見よ！

http://cryptome.org/2014-info/dai-ichi-14-1219/dai-ichi-14-1219.htm …

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月29日8:33
札幌は晴れて暖か（プラス気温！）ですが、本州以南は大雪だそうですね…

（本当に、何かが色々、変だ！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月29日9:39
前３つ、追記してあります。

https://www.youtube.com/watch?v=hKihHThnm2A
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/549190812005720065/photo/1
http://cryptome.org/2014-info/dai-ichi-14-1219/dai-ichi-14-1219.htm
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月29日14:45
今日は守護天使ちゃんが隣席にいるので、イイ顔みせたい陰険フィルチの私に対するイチビリ攻

撃が未然に防げるのであった…ｗ

（そして天使の休憩時間を狙って姑息に攻撃しに来たけどｗ

「偶然の一致」な絶妙なタイミングで山猫クロト君（仮名）が電話をくれたので救われたｗｗｗ

）

お昼ごパン食べよっと♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月29日14:48
十勝沖Ｍ４が瞬時に２連発！？

（；‾Д‾）

…分割払いで済まなかったら、

Ｍ８…！(・ω・;)(;・ω・)！

（違っ
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直前になって「労働条件の不利益変更」を一方的に通達。　（2014年12月30日）

http://85358.diarynote.jp/201412300729452310/

LIBETE y FREEDOM !!
2014年12月30日 音楽

おはようございます。

０７：１９です。

０６：３０には起きられましたので、体調はおおむね良好。

（＾＾）

明日しか休みがなくて、１月１日の朝から早番（－－＃）ですが、

とりあえずカタチの上では今日は「仕事納め」です…

そして直前になって「労働条件の不利益変更」を一方的に通達されていますので、

本日は変形勤務で８時には出勤準備に入らなくちゃいけません…
　（－－＃）

ＢＧＭは、「ヤケのやんぱち」でこのあたりｗ

https://www.youtube.com/watch?v=h5d-ZhhkUAs

http://85358.diarynote.jp/201412300729452310/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141230/85358_201412300729452310_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141230/85358_201412300729452310_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141230/85358_201412300729452310_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=h5d-ZhhkUAs


（検索副産物）

https://www.youtube.com/watch?v=GKFyw8JThSg&index=2&list=PL5D6BEE7E0D5F6A8E

https://www.youtube.com/watch?v=GKFyw8JThSg&index=2&list=PL5D6BEE7E0D5F6A8E

https://www.youtube.com/watch?v=rNJihCbletA
…ハイチは「世界最貧国のひとつ」だそうで、

地震だのハリケーンだの、災害続きですが…

文化と音楽と、自然環境は、「棲んでみたい国のひとつ」なんだよなぁ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=oNR6ttNpdPg

https://www.youtube.com/watch?v=uQZLS-IF6OI

TOHRU HIRANO@TOHRU_HIRANO 
12月29日 18時34分：安芸灘
マグニチュード3.7の地震
（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20141229183828495-291834.html …）
他に（16時11分：震源地・広島）（12時25分：伊予灘）
今日３地点で地震。まるで「原発再稼働への警告」のような震源域 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/549504736085299201/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=GKFyw8JThSg&index=2&list=PL5D6BEE7E0D5F6A8E
https://www.youtube.com/watch?v=GKFyw8JThSg&index=2&list=PL5D6BEE7E0D5F6A8E
https://www.youtube.com/watch?v=rNJihCbletA
https://www.youtube.com/watch?v=oNR6ttNpdPg
https://www.youtube.com/watch?v=uQZLS-IF6OI
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20141229183828495-291834.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/549504736085299201/photo/1


今日も犯罪クライアント会社は「次々おくりつけ詐欺」の被害者を量産し続けていて、
苦情を言ってくる客の訴えが全部同じ文言で騙されている。　（2014年12月30日）

http://85358.diarynote.jp/201412300802144421/
火涙沢のものものもくじ。（作業中〜2015.01.02.）
2014年12月30日 連載 コメント (3)
　

（参照音楽：https://www.youtube.com/watch?v=KUc_1H-c_Wc&list=PLPX-
N5NozMz6XudD7SWdyqvSFVxA4xP7A&index=9 ）
（オープニングテーマなカンジで。）

リアは、働きます。

リアは、怒ります。

リアは、後悔します。

リアは、託されます。

リアは、騙されます。

リアは、また騙されます。

リアは、追い出されます。

リアは、逃げ出します。

リアは、ひどいめに遭います。

リアは、リスキに出会います。

リアは、学びます。

リアは、思い出します。

リアは、赦します。

リアは…

そして、リアは旅立ちます。

（参照音楽：

　https://www.youtube.com/watch?v=FSOzmqe4Dik&list=PLPX-
N5NozMz6XudD7SWdyqvSFVxA4xP7A&index=4 ）
 
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201412300802144421/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243
http://85358.diarynote.jp/201412300802144421/
https://www.youtube.com/watch?v=KUc_1H-c_Wc&list=PLPX-N5NozMz6XudD7SWdyqvSFVxA4xP7A&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=FSOzmqe4Dik&list=PLPX-N5NozMz6XudD7SWdyqvSFVxA4xP7A&index=4
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月30日8:02
タイマー鳴った。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月30日8:47
降雪確率２０％だったのに、

本降りの雪！

（もう札幌の天気予報はまったく中らなくなりました…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月30日12:26
『【獅子】身中の虫。(-_-#)』

今日も犯罪クライアント会社は「次々おくりつけ詐欺」の被害者を量産し続けていて、苦情を言

ってくる客の訴えが全部同じ文言で騙されているので、これは間違いなく、営業成績を稼ぎたい

個人のフライングでなく、「こう言って騙くらかしてハイと言わせろ」と、「害部」がバイトに

組織グルミ犯罪を、継続反復して働かせているのは間違いない。

ネットに社名を書くなとかいう念書はとられたが、企業の犯罪行為を目撃して、あまつさえ、被

害者から犯人扱いされて怒鳴られたり、事後従犯に加担させられたりしても警察や消費者庁には

通報しないなんて契約はしてない。

そろそろ目標の「一年我慢」はクリアする。

…さて。

「次々販売おくりつけ詐欺」ではない、「次」のバイトを探さなければ…

（すでにクライアント会社の、「ひとり不買運動」には着手）

目先の売り上げより、「信用」のほうが、絶対に高くつくんだぞ…

(-_-#)
 

http://85358.diarynote.jp/
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バイトの客は全員、自分が被曝被害者で余命わずかという自覚すらない認知症ディメ
ンタ〜。　（2014年12月30日）

http://85358.diarynote.jp/201412301605049154/
「ヨウ素131がハロゲンだということ」。(∋_∈)
2014年12月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
３１１後の私が関東で、

「ハロゲンとかクリプトン臭い！」と騒いでいたことを検索。

(-_-#)

「仙台の水道水は大変危険」。

バイトの客は全員、自分が被曝被害者で余命わずかという自覚すらない認知症ディメンタ〜。

(-_-#)

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月30日16:09
写真は現在わたしがとりあえず飲めると判定している数少ない缶コーヒーの１つ。(^_^;)

豆は南米産のみで

ベトナムＤＩＥ汚鬼神なし。

添加物なし。白砂糖なし。

水は札幌。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月30日18:08
北海道も酷い雪ベクレ。

空気がビリビリする。

地震も連発。

http://85358.diarynote.jp/201412301605049154/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201412301605049154/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141230/85358_201412301605049154_1.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月30日20:44
札幌は異常気象でプラス気温。

(∋_∈)
雪融け空気が激しい軽金属の味で、咳き込みしきり。

これ絶対カラダに悪いです。

(-_-#)

トワリ震源域と田沢湖と遠野と

北関東震源域とイカレタ原発が揺れてます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月30日23:40
「太陽風 ７００km/秒 磁気圏の活動も活発」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月30日23:43
外気温がプラス２℃もあって、生温くて気持ちが悪い。

(∋_∈)
…というセリフを、
南関東でプラス９℃でガクブルしていた自分に聞かせてやりたい…ｗ(^。^;)

http://85358.diarynote.jp/
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年末年始唯一のお休み日。生きて来年も年越しを！　（2014年12月31日）

http://85358.diarynote.jp/201412311036434217/

銭湯出撃！

2014年12月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

おそようございます。

10時33分です。
年末年始唯一のお休み日。

(-"-;)

高線量の小糠雪が降っていますが、ヤケで源泉かけ流して詣ります。(`ヘ´)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201412311256213107/

年越し蕎麦あおら。(*^_^*)
2014年12月31日 日常 コメント (3)
神様ほっとけ様アクマ様、

背後霊とか憑依霊とか守護天使とかの皆々様。(^o^)／

今年は本当に、

個人的にはこの５０年間で最高の、つまり人生史上初の、

音楽とダンス動画と漫画と

ウォーキングと雪景色と

安くて美味しい買い食いと外食に、

充ちみちて満ち足りて大満足な

安全で

安楽で

快楽で

快適で、素晴らしく幸せな、

http://85358.diarynote.jp/201412311036434217/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201412311256213107/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141231/85358_201412311256213107_1.jpg


一年でありました…(*^_^*)♪

「頑張ったご褒美の一年」を、

ありがとうございました…♪

後半戦も、微力を尽くします！

(^o^)／

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月31日14:03
札幌は晴れて、

街も人間も穏やかです。(*^_^*)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月31日18:25
しかし風呂は混みすぎだろう！

(-"-;)

去年はすいてたのに…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月31日22:30
フクイチでまた何か噴っ飛んで崩落水没したもよう。

しかしそれとは別にいま札幌の雪が金属味なのは、ウクライナ原発が事故ったらしい。

空気がメルトダウン味なので、少なくともチェルノブイリ級。

へたすればフクイチ級な事故。

http://85358.diarynote.jp/
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北陸４県、近畿と中国四国九州、軒並み０.１μ超え。

…ロクな新年じゃなさそうだな…(-"-;)

生きて来年も年越しを！

おやすみなさい！

 
 



（１月25日）　そして今日も「常習企業ぐるみ」「送り付け詐欺」の事後従犯にさ
れた…(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201501252055253135/

石川県、絶望宣言。

2015年1月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

愛知と岐阜の脳ベクレっぷり、滑舌の悪さや年齢平均より２０歳は進んでそう

な

認知障害や人格障害も昔日の水俣病もかくやという悲惨さだが、

石川県に至ってはまんま被曝地としか言い様のない陰惨な健康被害が出ている

。

これ、クライアント会社はおそらく遠回りに【米軍資本】に疫学的な

被曝者データを売ってやがんな…
(-_-#)

さもなければここまで「安売り」ができる訳がない。

そして今日も「常習企業ぐるみ」「送り付け詐欺」の事後従犯にされた…(-_-#)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日21:00
線量低めの札幌にいて、

「避け（脱）被曝」のノウハウを知っていれば、

こんなテキトウ外食だって、

気軽に楽しみつつ健康でいられたのにね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201501252055253135/
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2015年1月25日22:46
そういえば苛々が軽くなったなと思ったら鳥島Ｍ６。(・_・;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501252140432357/

ちょ〜ぉ悲喜劇ｗ

2015年1月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
排雪ダンプカーが後部板開きっぱなしで、

積み荷の雪を全部路上にぶちまけながら、

暴走北上中ｗ

排雪場に着いて後ろを振り向いた時の、

運ちゃんの顔が見たいわ…(^◇^;)

ダメじゃないですか、札樽（さっそん）！

後方確認不足！┐(’〜`；)┌
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日0:17
「安倍が湯川さんを殺した」

ツイッタ。

http://85358.diarynote.jp/201501252140432357/
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（２０１５年０１月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年０１月）



（１月１日）　初日の出を見にいく「ついでに」正月元旦１月１日の朝っぱらから早番
バイトもやってきますので…

http://85358.diarynote.jp/201501010535084578/

♪　革命を待ってる　♪

2015年1月1日 リステラス星圏史略　（創作）
明けましてまだご無事でしょうか。

今年も一年、皆さんの被曝サバイバルをお祈り申し上げてります。

てなことでこれから初日の出を見にいく「ついでに」

正月元旦１月１日の朝っぱらから早番バイトもやってきますので…

気合を入れて朝５時に起きだしたのは、この曲。

https://www.youtube.com/watch?v=LV6-KuwdHWI

http://diarynote.jp/items/music-jp/B00NTQ1K42/

楽 RAKU [12" Analog LP Record]

LP Record CBS SONY 発売:1986 2,800円

いえ、昨日コレ貼ってから出かけようと思ってたんですけど、まぁ細かいことは気にせずに…

（だってうかつに情報チェックすると、

「めでたくないコト」ばっかりぞろぞろ出てくるんで…（－－；）

大晦日ぐらい、悪いニュースを見ないで過ごしたって、バチはあたらないと思う…☆

てなことで。

革命というより、北海道独立！のほうが、マトモだと思うんですが…

ウクライナも事故ったし。（－－＃）

http://85358.diarynote.jp/201501010535084578/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=LV6-KuwdHWI
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00NTQ1K42/


いよいよ、地球北半球放棄、宇宙脱出！のほうが…

現実味を帯びてきましたね…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=AAvSO5uN4fs
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501010612492222/
 
TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9 時間 9 時間前 
今日、NHKが、こっそり報道してたけど
「アメリカで古い原発を停止した」という報道。　爆発した「福島原発１号機」と同タイプの

原発。地元から「福島であれだけの事故が起こったんだから停止にしろ！」って言われたのと、

火力発電の発電コストが下がり、採算が合わないんだってさ。当たり前だよね

 

cmk2wl@cmk2wl 
北海道、新潟、石川県の一部地域で普段の 3倍を超えている。
http://ma-04x.net/all.html 
https://twitter.com/cmk2wl/status/550350982777810944/photo/1

cmk2wl@cmk2wl 
31日 20:43分
こんな広範囲の一斉上昇は初めてかも。

http://www.pic.twitter.com/vG7puahgkg

cmk2wl@cmk2wl   
人間の、本当の能力は偏差値だとか受験とか競争で発揮するものじゃない。

このような危機にあって、何をためらう？

「 そうあらねばならない時は秀でよ。 」アフリカの詩人

https://www.youtube.com/watch?v=WUL2tXHDxM0
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AAvSO5uN4fs
http://ma-04x.net/all.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/550350982777810944/photo/1
http://www.pic.twitter.com/vG7puahgkg
https://www.youtube.com/watch?v=WUL2tXHDxM0


（１月１日）　初日の出を拝んで、バイトも死てきます…

http://85358.diarynote.jp/201501010616168893/

りす＠らん♪

2015年1月1日 連載 コメント (1)
　

http://p.booklog.jp/book/44113/read
こっから作業用ひっこし。

リアは働きます。

　リアは働きます。

　毎日まいにち、朝から晩まで働きます。

　朝は太陽がのぼるまえ、まだ暗い空に星がまたたくうちから起きだして、小さなボ

ロい魚油のランプにたよりない細い明かりをともすと、薄暗い大きなボロい家畜小屋

にひとりで出かけていって、ウシたちとヤギたちとヒツジたちとブタたちとニワトリ

たちとアヒルたちと食用オオオズミたちとトゲアリハネナシ食用トカゲたちと、たい

ひの山の食用フトミミズたちの世話を、たったひとりでやります。

　それぞれの汚れた寝床を大急ぎでそうじして、それぞれの新しい寝ワラを山もりに

してやって、それぞれの新しいエサを山盛りにしてやっていると、東の空が明けはじ

めて、水平線のあたりがぼんやりと明るくなってきます。

　それからウシたちとヤギたちとヒツジたちのメスから乳をしぼって、それぞれの瓶

に入れてしっかりとフタをして、市場に持っていくまでのあいだ暑さで腐らないよう

、外にある井戸の冷たい水の底に、きちんとつるしておきます。

http://85358.diarynote.jp/201501010616168893/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243
http://85358.diarynote.jp/201501010616168893/
file:///tmp/puboo/116517/422241/2705ef73dd7044350a9b/book/44113/read


　そしてそのまま裏庭の井戸と母屋のあいだを往復して、古い傾きかけた朽ち木の

家の、古くて汚い石とレンガの台所の、これだけは気をつけて毎日洗っているきれい

な木製の大桶がいっぱいになるまで、すがたをみせはじめた真夏の朝日の光と熱を真

正面からまともにうけて汗をかきながら、うんうんと運び、はぁはぁと息を切らせて

急いで戻って、何度も何度も運びます。

　それが終わるころには太陽のしたのふちが、眼下に広がる海の、はるかかなたの水

平線から、ぽんっと音をたてるようないきおいではなれて、空へと巣立っていきます

。

　リアは大声をあげて、６人もいる妹たちや弟たちを、たたき起こしてまわります。

　「みんな！　オきて！　タヌキねいりはやめて！　さっさとオきな

さいッッッッッッ!!!!!」

　どなりつけ、布団をはぎながら、上の２人には顔と手を洗ってから庭先の小さな畑

に出て朝の食事に使うしおれかけた葉っぱや小さすぎて売れない根っこや数の多すぎ

る小さな青い実を集めて採ってくるように言いつけ、中の２人には顔と手を洗ってか

ら食卓をふいて皿を並べておくように言いつけ、下の２人には顔と手を洗ってから、

ケンカをしないでおとなしく席について待っているようにと言いつけます。

　そうしながら大急ぎでカマドの残り火にマキを足して火をおこしなおし、きのうの

残りものに水を入れて薄いスープにしたてなおし、上の２人が取ってきた葉っぱや根

っこやのカケラを刻んで入れて、塩と海草とムギやアワを足して、薄いうすい雑炊ス

ープにして、みんなに食べさせます。

　「ほら！　こぼさないの！　ケンカしないの！　ひとのをトらないのッッッッッ！

」

　しかりつけ、さけびつづけながら、立ったままで、鍋の底に残ったスープをひしゃ

くいっぱいほど大急ぎで飲み下して、たったそれだけが、リアの朝ご飯になります。



　上の２人をそれぞれの稼ぎしごとに大急ぎで送り出し、中の２人を畑の草むしりや

牛やヤギたちの放牧の見張りにたたきだすまで、リアはとにかく、怒鳴りっぱなし

です。

　そして、陽射しがかなり高く上り始めたころ、したの２人の面倒をみて、ケガや迷

子にさせないようにと中の２人に言いつけて、リアはいちばん大きなトシヨリのオス

牛に大きな古い木製のボロ車をつなぎ、朝とったばかりの乳や卵や、少しばかりの香

草や果実や、タキツケにつかう干し草や流木の束なんかをいろいろドサドサと山盛り

に積み込んで、急いで市場に出かけます。

　横からたたきつけてくる太陽の熱線が、リアを真っ黒焦げに焼き上げてしまいそう

です。

　長い長い岬をたどる、デコボコの石まみれの土と泥の急坂を、大きな車をひく大き

な牛の手綱を小さな手でいっしょうけんめい握ってひきながらくだり、汗をかきなが

ら大急ぎで港のわきの市場にかけつけると、もう朝一番の魚のとりひきは終わった

後で、買い付けに来た近くの村のおかみさんたちやドサまわりの行商人たちが、市場

の屋台で一休みして、飲み物や食べ物にありつく頃合いです。

　「遅いよっ！」

　リアは、怒鳴られました。 

　「もっと早く来られないのかいっ！？」

　「すみませんッ！」

　リアは謝りながら、大慌てで牛車の荷台から、荷物を下ろして屋台のおばさんに渡

します。

　「しかも、これっぽっちかい？　足りないよッ！」



　「……す、すみません……ッ！」

　リアは小さくなって謝ります。暑さと恥ずかしさと悲しさと悔しさと、もしかして

、そのせいで明日からの商売を断られたら？　いえ、もう、今日、持ってきたものの

買い取りも、断られてしまったら……？

　という恐怖で、顔が真っ赤になって、それから真っ青になって、汗と、なにかほか

のものが、ポタポタと地面に、したたり落ちて、小さなシミをつくっていきます。

　屋台のおばさんは、軽くためいきをついて言いました。

　「モノは良いんだからさ。お客さんが、待っててくれてんだからさ……。

　……まぁいいや、足りない分は、あとで、ほかから仕入れるさ……」

　「すみませんッ！」

　「ま、あんたもひとりでがんばって、小さいののメンドウまでみてて、大変だよね

ぇ……

　……で、いつもの玄米と麦粉で、いいのかい？」 

　おばさんは、物々交換用の品物を、屋台の卓のはしに積み上げました。

　「あの……、　あと、キョウは、アブラと、シオをちょっと……」

　リアが慌てて言い足すと、おばさんは玄米と麦粉の袋をそれぞれ小さいほうにして

、豆油の小瓶をひとつと、小さい塩入れを１つ、それからすこし考えて、腐り止めを

した肉脂の小さい小さい固まりを、ちょっとだけ、足してくれました。

　「ほいよっ、これはオマケだッ！」

　「……わぁ、ありがとう……っ！」

　「急ぐんだろう？　水はサービスだ、飲んできな！」



　「ありがとう！」

　リアは、冷たい水をごっくんごっくんと飲み干して、大急ぎでとなりの港わきの場

所にある倉庫街の、とれたての小魚を選り分けて籠に入れる仕事へと急ぎました。

　リアは働きます。

　一生懸命、働きます。

　日が天の真上に昇りきる前にその小魚の仕分けの仕事をやり終えて、終えた箱数分

の小銭をもらって、その小銭で、妹たちのボロ服を繕うための糸の玉とか、売り物の

干し草を束ねるための細い荒縄とか、そんなものをいくつか大急ぎで買って回って、

それから、はぁふぅ言いながら、急な坂道を牛と一緒に、からでも重たいギシギシい

う車輪の、古いボロい荷車を押して、いっしょうけんめい、家へと戻ります。

　リアは、働きます。

　午後には、広い広い一面の畑の世話と、牛や山羊たちに冬のあいだに食べさせるた

めの干し草を刈り取って集めて乾し上げる作業が、たくさん、待っているのです……

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月1日6:16
さて。

初日の出を拝んで、

バイトも死てきます…

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


 



（１月１日）　バイトは超ヒマラヤ。雑談「大喜利」大会になってます…(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201501010729283885/

ぬえばソラあおら！

2015年1月1日 日常 コメント (1)
　

改め真新て、祝着に存じます。

(*^_^*)

和真か真、と娯変換され真新した、07時27分です。

今年も、被曝と亡政に敗けず、

サバイバルできますように！

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月1日22:21
ちなみに、ぬえばソラ（新しい太陽）＠さっぽろ苗穂えきちか。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501011213109286/

火涙沢の者がたり。（２）

2015年1月1日 連載 コメント (4)
（マイナーチェンジ）

イナクタ・キ＝ラタハ・ダヤウモ （リアの母）
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スマ・リガタ・キ＝ラタハ （リアの父方の叔母）
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月1日12:16
まさかとは思いますが、まだ気がついてないとかいうノンビリさんがもしいたら、逆から読んで

見ましょう…(^。^;)

バイトは超ヒマラヤ。暇暇ブリザードが吹き荒れまくって冷凍睡眠寸前。(∋_∈)

雑談ダイキリ乾杯もとい、

大喜利大会になってます…
(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月1日12:40
札幌の今朝の空間線量は

０.０２６μ。(^_^;)

雪と水道のベクレは心配ですが、雪が止んだ後の空気は清涼。

北陸４県「雪かき後の突然死」多発で正月どころじゃなさそう…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月1日12:54
線量グラフの情報遮断！？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月1日22:19
午後ずっと空気がビリビリしてました。

太陽風か電磁波か放射能か、もうよく判らない★
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（１月２日）　「１月１日から５連勤」の２日目…！

http://85358.diarynote.jp/201501020844429384/

今日もよく揺れています…（－－；）…★
2015年1月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
おはようございます。

０７：５３でした。

正月なのに、七五三…（＾＾；）

今朝はようやく朝５時半に起きることに成功して、溜まっていた小家事を片付けて、机に向か

おう…としたら、再び気絶睡魔に襲われ。
（－－；）

まぁよく揺れる、揺れる…

地震マップ@eq_map 
【M4.3】石狩平野 深さ29.6km 2015/01/01 22:57:14
(G)http://j.mp/14eXaOz (Y)http://j.mp/1K3WBXO (アニメ)http://j.mp/1K3WBHy

地震マップ @eq_map · 9時間 9時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ115.2km 2015/01/01 23:19:18 
http://j.mp/1K3YIv0

地震マップ@eq_map 
【M3.5】日高地方 深さ27.1km 2015/01/01 23:46:10
(G)http://j.mp/1tFhrbh (Y)http://j.mp/1rF38Cm (アニメ)http://j.mp/1AeFygd

地震マップ@eq_map 
【M2.9】石狩平野 深さ27.8km 2015/01/02 03:45:55
(G)http://j.mp/1zVBEex (Y)http://j.mp/1BoVzja

んで。
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徒歩通勤の予定でしたが、その時点で雪が本降りだったのでバス通勤にあたまを切り替えて…

眠すぎるので、３０分ほど二度寝しなおして。

…起きたら、よく晴れて、お散歩通勤びよりだったんですけど。

（－－；）すでに、時間が遅いというね…★

https://www.youtube.com/watch?v=mzH5OIx7ht8

さて。新年耐久企画！（？）

「１月１日から５連勤」の２日目…！
 
 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年1月2日10:00
激睡魔続行中。(∋_∈)
たぶんまた近くで揺れる。



（１月２日）　…暇ラヤ杉…ヽ（・＿・；）ノ　座ったまま即身成仏できそう…

http://85358.diarynote.jp/201501021228069320/

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

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

昨日から風邪声だったからなぁ…┐(’〜`；)┌

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

液Ａ型キャラなので…(^_^;)

いてくれないと暇な時にネタが拾えなくて淋しい(^_^;)

でも今日も守護天使ちゃんが隣でラッキ〜(≧ω≦)b

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月2日15:11
…暇ラヤ杉…ヽ（・＿・；）ノ

座ったまま即身成仏できそう…
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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



（１月２日）　【冬の北海道の深夜の除雪車】ほど、感謝されるカッコイイ仕事はない
よね！o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201501022240252352/

【冬の北海道の深夜の除雪車】ほど、感謝され

るカッコイイ仕事はないよね！o(^-^)o
2015年1月2日 お仕事
　

この青、イカすっ！(^O^)！

どこのメーカーだろ？

ＢＧＭ：トウゼン！

『地上の星』っ♪(^o^)／
https://www.youtube.com/watch?v=L-KTwxxW0XI

いつもありがとう〜っ！♪
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（１月３日）　ちょうどよくバイトに逝ってけタイマーが鳴ってますｗ

http://85358.diarynote.jp/201501022233334474/

「最強呪文」。

2015年1月2日 連載 コメント (2)
　

ネタ確定。(‾ー+‾)ニヤリ
コンセプトほぼ決定。(^_^)v

ネタバレ防止機能発動につき、秘密日記イン。

 
 
ひみつ日記

「お母さん、ごめんなさいッ！

　ひどいこと言って、ごめんなさいっ！

　あたし、もう、怒ってないから！

　生んでくれて、ありがとう！

　あたし、がんばるから！

　がんばるから…っ！

　なにをしたらいいのか、まだわからないけど、

　どうやったらこの世界を変えられるのか、まだわからないけど…

　がんばるから！

　文字をたくさんおぼえて、

　世界中の人と、言葉が…

http://85358.diarynote.jp/201501022233334474/
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http://85358.diarynote.jp/201501022233334474/
http://85358.diarynote.jp/201501022233334474/


　いいえ！

　心が、通じるように…

　なって…

　がんばるから！

　お母さん!

　お母さん！

　お母さん！

　…ごめんなさい…ッ！」

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月3日0:26
京都、滋賀、０.１μ超え。

…近畿はもう禁忌…
…(・ω・;)(;・ω・)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月3日9:03
　

ちょうどよくバイトに逝ってけタイマーが鳴ってますｗ
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（１月３日）　聞かれるんですよ、ほぼ毎日、「抜け毛の原因」を…ｗｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201501030856469469/

♪ アイツもこのごろ、抜け毛が多い ♪
2015年1月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

http://85358.diarynote.jp/201501022217228643/
（つづきで〜ｗ）

音楽スタート！

https://www.youtube.com/watch?v=3BYmU0WckF4

T. HIRANO@TOHRU_HIRANO 
大変な事が起こってるんですよ

かなり深刻。人類史上、かつて経験した事がないような海洋汚染。報道もされなくな

ってますが、トリチウム、ストロンチウム＝ベータ線の海への汚染は、魚だけの事で

はなく「雨や雪は海水が蒸発して、再び地上に降って来る」という小学生でもわかる

事が起こってるのです

アナタの抜け毛の原因？

…ワザワザこの私に聞かないでくださいよｗ

私、「イソジン飲んけ！」の震源地、なんですよ？

…抜け毛・脱毛・ハ毛！…の、原因は…

被曝です。フクイチです。関東もフクイも全滅ですよ…！ｗｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=9RZbvjQw7Kk
 
       

http://85358.diarynote.jp/201501030856469469/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501030856469469/
http://85358.diarynote.jp/201501022217228643/
https://www.youtube.com/watch?v=3BYmU0WckF4
https://www.youtube.com/watch?v=9RZbvjQw7Kk


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月3日8:57
えぇｗ

聞かれるんですよ、ほぼ毎日、「抜け毛の原因」を…ｗｗｗｗｗ

（さて、バイトに逝ってきます…ｗｗｗｗｗ）

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


（１月５日）　りすも、働くさ…★

http://85358.diarynote.jp/201501031531277936/

リアは、働きます。（１）…『画のない絵コ
ンテ』

2015年1月3日 アニメ・マンガ コメント (5)
（続き）http://85358.diarynote.jp/201501031224012439

（暗転）

モノトーンの画面に夜明け前の藍色が射し込む。

遠くで一番鶏の声。

リア、びくっとなり呻きながら起き上がる。

姉弟妹６人の子どもだけ折り重なるように寝ている古く貧しい農家。

リア、台所兼居間に出て暖炉の火を掻き起こし、

貧相な魚油ランプに灯をともす。

ランプの灯で家畜小屋に移動。

海岸線の高い崖の上の一軒だけの家。

東の水平線に線状ように夜明けの朱色が見え始める時刻。

リア、傾きかけた大きな家畜小屋に入り、扉をしめる。

多種多様な家畜たちに声をかけながらエサをやり、

黙々とフンの掃除をし、

寝わら敷き藁をとりかえ、

卵を集め、

乳を搾る。

ようやく一仕事終わって小屋を出ると、

水平線に朝日。

リア、手を止めて拝む。

http://85358.diarynote.jp/201501031531277936/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=213
http://85358.diarynote.jp/201501031531277936/
http://85358.diarynote.jp/201501031224012439


深い井戸からうんうん唸りながら水を汲み揚げ、

搾ったばかりの山羊や牛の乳の瓶や数種類の卵のざるを井戸の内壁につるす。

水の入った重いバケツを運び、扉を開け、屋内に戻る。

リア「チバ！トビ！さっさとオきなッ！シゴトにオクれるよっ！」

（＊画面下部に同時音声字幕。漢字は変換されない。）

ノイタ「あたしオきてる！」

リア「いいコだね。にいちゃんたちをオこしてね。」

リア、暖炉の灯を起こし、割れてしまっていた卵を手早く調理する。

トビ（弟２）「ぼく、ワれてないタマゴのユでたのタべたい！」

リア「だめよ、ワレてないのはウリモノなの！」

チバに小突かれるトビ。

リア、暖炉の灰のなかからフカしておいたイモを掘り出し、二人に放る。

リア「はい、おベントウ！　ジブンでツツんで！」

トビ「またフカシイモ〜？？」

再びチバに小突かれるトビ。３つのイモのうち一番大きいものを選んでさっさと逃げていく。

残された２つのイモを眺め、しばらく悩んだチバ、リアの痩せた背を眺め、そっと大きいほうの

イモを姉に押しやり、自分は小さいほうを包んで、出かける支度を始める。

リア「ノイタ、のいて！」

ノイタ「あたしもオテツダイするの〜！」



リア「ここはいいから！フタゴのメンドウみててね！」

ノイタ「オテツダイするの〜っ！」

リア、ため息をつく。

ふと、大きく響くイビキ。

隣の寝室に続く扉がだらしなく開いている。

すきまから見えるぐしゃぐしゃの寝室の、寝乱れた母親の姿。

リア、顔をしかめ、ドアをばたんと閉める。

レタリング字幕…一文字づつ画面に現れる。

……………ハ
…………タ
………ラ
……キ
…ア
リ…

文字群、回転して並ぶ。

…「リア・キ・ラタハ…１３歳。」…

子どもたちだけの食事のシーン。

双子の赤ん坊（２歳）と

その世話？をする５歳の末妹だけ残して、

１０歳と８歳の弟たちは走って出かけていき、

リアは畑に出る。

（参照音楽）

https://www.youtube.com/watch?v=bUISyHVL5xw&list=PLOsAZo6DqdPRUGrqhixxtt5D5-

https://www.youtube.com/watch?v=bUISyHVL5xw&list=PLOsAZo6DqdPRUGrqhixxtt5D5-De0icY0&index=17


De0icY0&index=17 

（続き＞http://85358.diarynote.jp/201501072010476103/ ）
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日9:03
　

鳴ったさ、時計。（＾＾；）

りすも、働くさ…★
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月5日9:01
０４９５００５．

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月5日9:04
　

ここまでとりあえず完成。

さて。りすも働きます…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月5日11:22
　

きゃあ！うえ間違い！

http://85358.diarynote.jp/201501072010476103/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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【リア・キ・ラタハ、１３歳】！

σ(^◇^;)。。。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月7日12:28
　

なおしましたｗ（＾＾；）

 

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


（１月４日）　今日から時間帯的にはレギュラー出勤？の遅番。

http://85358.diarynote.jp/201501040851208330/
それでも、今日も明日も、モノガタリのタネを蒔こうね…☆
2015年1月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
 
 
おはようございます。

０８：４０です。

あれ？７時半には起きたのに…（＾＾；）…

家事やってたら、時間が押しちゃいました…

今日から時間帯的にはレギュラー出勤？の遅番。

お天気は上々。札幌の外気温マイナス５℃…

…歩くぞ〜っ♪　（＾ｗ＾）ｇ

てことで時間まで前項の『画のない絵コンテ』切ってきますわ…☆

いま聴いてる曲。

https://www.youtube.com/watch?v=iLOV9OzfGqk&index=3&list=RDgEqfYauWrV8

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M4.1】BURYATIYA, RUSSIA 10.0km 2015/01/03 18:57:36JST, 2015/01/03
09:57:36UTC
(G)http://j.mp/1xpPJie (USGS)http://j.mp/1xpPKCP 

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M4.9】TAJIKISTAN 127.0km 2015/01/03 21:46:34JST, 2015/01/03 12:46:34UTC
(G)http://j.mp/1vWiAXf (USGS)http://j.mp/1vWiAXj 

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 

http://85358.diarynote.jp/201501040851208330/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501040851208330/
https://www.youtube.com/watch?v=iLOV9OzfGqk&index=3&list=RDgEqfYauWrV8
http://j.mp/1xpPJie
http://j.mp/1xpPKCP
http://j.mp/1vWiAXf
http://j.mp/1vWiAXj


【M4.8】BURYATIYA, RUSSIA 10.0km 2015/01/03 21:29:43JST, 2015/01/03
12:29:43UTC
(G)http://j.mp/1Ho9n1e (USGS)http://j.mp/1xpNZp7

 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
人類史上最悪な原発事故と言われた「チェルノブイリ原発事故」は、４号機だけの

事故。25年たった今も深刻な状態。福島原発は１号機〜４号機が爆発事故
動画「チェルノブイリ原発。 事故から25年」
http://www.dailymotion.com/video/xiicws_yyyyyyyyy-yyyy25yy_news … 

T. HIRANO@TOHRU_HIRANO 
あら？こういう結果なの？

なら、九州の原発は自己責任で再稼働した方が良い。九州沖の地震と火山活動が活発

だけど。チャレンジャーだね

「九州：玄海原発の再稼働に賛成と答えた割合は半数超え」

http://www.saga-s.co.jp/senkyo/governor/30301/141416 …

 

cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen 
· 1月2日 
南仏トリカスタン原発で大晦日の夜、爆音と共に白煙のあがるのが確認された。再稼

動に際して水蒸気排出用のバルブが開いてしまい、現在修理中との説明。

http://www.ledauphine.com/vaucluse/2014/12/31/tricastin-une-importante-fumee-
blanche-s-echappe-de-la-centrale …

 
 

http://j.mp/1Ho9n1e
http://j.mp/1xpNZp7
http://www.dailymotion.com/video/xiicws_yyyyyyyyy-yyyy25yy_news
http://www.saga-s.co.jp/senkyo/governor/30301/141416
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2014/12/31/tricastin-une-importante-fumee-blanche-s-echappe-de-la-centrale
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150104/85358_201501040851208330_1.jpg


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日8:52
０４９

４９４１．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日15:12
桜島が噴火中。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日15:49
南北アメリカ大陸が変に揺れてて異常。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日22:17
札幌でも、何も考えずに先週の水道水（つまり高線量の雪が溶けたやつ！）を飲んでた人は、

急性の内臓障害（肝炎腎炎膀胱炎心筋梗塞）で救急病院に担ぎ込まれる人や、

免疫おちてヒヨリミ感染風邪を発症するヒト、多数発生中。

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150104/85358_201501040851208330_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150104/85358_201501040851208330_3.jpg
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(∋_∈)

元気で健康で長生き可能なのはこっそりヌケガケで「脱被曝」している、私ら隠れ脱原発派」だ

けさ〜…☆

┐(’〜`；)┌

（つまり健康状態イコール汚染をいかに避けてるか、だから…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月5日6:10
またルーマニアと、

今度はなんとウラル山脈で地震…(‾○‾;)

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


（１月５日）　新年１月１日から怒涛の５連勤の５日目。目つきはこんなです。（〜
〜＃）誰だ、バブル崩壊させた挙句に、「変動シフト」なんていう「現代の奴隷制」を
考えついたやつは…

http://85358.diarynote.jp/201501050838274138/

「自由が欲しくてフリーター」…（－－；）…
2015年1月5日 就職・転職
 
 
おはようございます。０８：１９です。

新年１月１日から怒涛の５連勤の５日目。

目つきはこんなです。（〜〜＃）

「原稿書く時間を確保するため」に選んだ、「自由な」フリーター人生だったはずなんですが…

誰だ、バブル崩壊させた挙句に、「変動シフト」なんていう「現代の奴隷制」を考えついたや

つは…
　（＝＝＃）

てなことで、「今日が新年しごと始め♪」とかいう

優雅な？皆さんに贈るこの一曲ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=r826b0-233o
わははは☆　菊水丸が若いｗｗｗ

「続きは」悠宙舞で〜…☆
https://www.youtube.com/watch?v=wvkY188F4aE

札幌の外気温はマイナス４℃。

もちろん、時間まで原稿」したあと、徒歩通勤ですわ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE

http://85358.diarynote.jp/201501050838274138/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://www.youtube.com/watch?v=r826b0-233o
https://www.youtube.com/watch?v=wvkY188F4aE
https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE


ぜんぶ、いつかネタにしてやる…物語の肥やしッ！

地震マップ @eq_map 
· 57分 57分前 
【最大震度1】(気象庁発表) 択捉島付近 深さ約140km M4.9 5日07時26分頃発生 
(G)http://j.mp/1Bnd0Ta 
(気象庁)http://j.mp/1AcmwcM 

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M2.5】津軽海峡 深さ125.9km 2015/01/05 07:17:41 
http://j.mp/17bCacB 

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ57.5km 2015/01/05 06:47:47 
http://j.mp/1DlKDo5 

地震マップ@eq_map 
【M3.1】日高山脈 深さ74.1km 2015/01/05 04:59:17
(G)http://j.mp/1vOfd3A 
(Y)http://j.mp/1BmLPbb 
(アニメ)http://j.mp/14nlEVN

地震マップ@eq_map 
【M2.5】国後島近海 深さ101.4km 2015/01/04 21:09:07 
http://j.mp/1AagKZc

なぜか悠宙舞さんが「関連動画」で推薦してくれたｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=k0Qo5LOJFG0

まぁとりあえず今月は「転職活動する時間すらもない」

「超拘束バイト漬け」なんですけどね…（－－＃）…

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 

http://j.mp/1Bnd0Ta
http://j.mp/1AcmwcM
http://j.mp/17bCacB
http://j.mp/1DlKDo5
http://j.mp/1vOfd3A
http://j.mp/1BmLPbb
http://j.mp/14nlEVN
http://j.mp/1AagKZc
https://www.youtube.com/watch?v=k0Qo5LOJFG0


911の言いがかりで、アメリカはアルカイーダをいつのまにかイラクにすり替えて侵攻
した。

去年7月のマレーシア航空17便の撃墜では、親ロシア派のテロだとしてロシアへの厳し
い経済制裁を EUや日本と共同で加えている。
似た部分はある。

オランダの事故調査が正しく行われますように。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
不気味な話がある。

14年3月 マレーシア航空370便、消息不明。
そして

14年7月 マレーシア航空17便、ウクライナで墜落（原因は調査中）
この B777が同一のものだったという話…。荒唐無稽と言えるだろうか。
911の時にペンダゴンに突入したのは目撃証言から無人偵察機。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
明日あたりから社会は平常運転だよね。でも、新年になったからといって何も変わっ

てない。福島原発の状態も福島県民の困苦も、他の原発も保管されている燃料棒も、

おまけに汚染瓦礫の焼却や汚染食材の流通も。環境汚染も消費税も。

この国は何も変わらない。新年だからなんだというのか。

https://www.youtube.com/watch?v=or7NrWymXLo&list=PLz8vV_veqVQWSxh-
J8A000y8vFEyWYSoa

さて。原稿書いて…はたら苦！
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=or7NrWymXLo&list=PLz8vV_veqVQWSxh-J8A000y8vFEyWYSoa
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150105/85358_201501050838274138_1.jpg
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（１月６日）　勝手に確保した「振り替え正月休み？」３連休の初日。

http://85358.diarynote.jp/201501061140015389/

The WAY we LIVE .
2015年1月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

遅ようございます。

「意識」と変換されました、

「1133」11時33分でした。
　(^_^;)

タイトルはいま聴いてる曲名。

帰ってきたら貼ります。

（悠宙舞に無かったので同バンドの別曲で代理☆）

（＾＾：）

https://www.youtube.com/watch?v=tGy3SIIbZgc&list=RDHCmVM98cGpunQ

札幌はプラス４℃で横殴りの雨の異常気象。

勝手に確保した「振り替え正月休み？」３連休の初日。

明日からもっと酷い天気らしいので、線量グラフを睨みつつ、雨カッパ着てヤケで源泉〜！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月6日13:36
「ひとりおせち」の代わりに、新しく見つけたカレー屋さんのステキな野菜カレーを食べました

！(*^_^*)

ルウの辛味と深みがいい案配。野菜も揚げ加減が絶妙で、さらに十六穀米の炊き具合が最高に美

http://85358.diarynote.jp/201501061140015389/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201501061140015389/
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味しすぎるうえに、

店主が私好みの美声のイイ男♪だったので、

写真撮るの忘れた┐(^。^;)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月6日20:53
青森県の線量が急上昇。

山形、フクシマも。

西は軒並み０.１μ超え。

札幌の明日は吹雪の予報…
(・ω・;)(;・ω・)

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


（１月７日）　こういう日にちょうど「家から一歩も出ない贅沢」予定を設定していた
私は、やっぱり、カミサマに愛されてますね…？

http://85358.diarynote.jp/201501070909548212/

【信念】 あけましておめでとうございます。
2015年1月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

ずれた挨拶で申し訳ありません。（＾＾；）

はい、音楽スタート！

https://www.youtube.com/watch?v=or7NrWymXLo&list=PLz8vV_veqVQWSxh-
J8A000y8vFEyWYSoa

ようやくにして「今年初めて」

ゆっくり机の前に座れました。

１月７日。（まだ松の内！）（＾＾；）

０８：５８です。

札幌の外気温マイナス５℃。まだ風はさほどありませんが本降りの大雪です。

こういう日にちょうど「家から一歩も出ない贅沢」予定を設定していた私は、やっぱり、カミサ

http://85358.diarynote.jp/201501070909548212/
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マに愛されてますね…？

（＾ｗ＾；）

とか思いつつ。すごい線量の汚染雪です。

（－－＃）

そろそろ、「最後の（低汚染だった時の水道水の）汲み置き水」がなくなってきました…

本気で、「札幌（つまりニッポン最後のましな土地）脱出」を考えないと…

…死ぬぞコレ…。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=-NeojmPMe_I&index=6&list=PLz8vV_veqVQWSxh-
J8A000y8vFEyWYSoa

https://www.youtube.com/watch?v=7cqM-oD5Cuw&list=PLz8vV_veqVQWSxh-
J8A000y8vFEyWYSoa&index=8

おや、いい曲だ♪（拾い物♪）

https://www.youtube.com/watch?v=FF8aetYGtOs&list=PLz8vV_veqVQWSxh-
J8A000y8vFEyWYSoa&index=10
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501072134085494/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月7日22:07
吹雪で北海道の交通機関はあちこち止まっているようです。

(^_^;)

休みで良かった！(‾ー+‾)

https://www.youtube.com/watch?v=-NeojmPMe_I&index=6&list=PLz8vV_veqVQWSxh-J8A000y8vFEyWYSoa
https://www.youtube.com/watch?v=7cqM-oD5Cuw&list=PLz8vV_veqVQWSxh-J8A000y8vFEyWYSoa&index=8
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月7日23:10
札幌の１月７日の２３時９分の外気温がプラマイ０℃で吹雪が雨に変わり積雪も氷も溶けてる異

常気象。

あきらかに地球がおかしい。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日2:32
マンガ読み中。

外は嵐の音。

世界の破滅を心配しつつ、

自分だけ安全圏内。

…小学生の時から、やってることが、まったく変わってないなぁ…

(・ω・;)(;・ω・)

（孫がいてもイイ歳なのに！）

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


（１月８日）　新年３連休の最終日。被曝性腎炎なり。(ToT)

http://85358.diarynote.jp/201501081044586568/
1月8日の日記
2015年1月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (8)

遅いようございます。

アワサラ10時39分です。
今朝は午前４時過ぎまでマンガ読んでてこの結果に…(^。^;)

新年３連休の最終日。

本日は家事と買い出しの日。

…の予定でしたが、今日の札幌はプラス２℃気温なのに大吹雪という異常気象。(・_・;)

降るはしから溶けてく

一番タチの悪い、

しかも高放射線汚染の雪です。

(-"-;)

…買い出し、どうするかな…
(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201501081044586568/
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（原稿の続きは夜になる予定）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日10:53
ツイッタ。「昨日７日夕方の磁気嵐。まとめ」(-.-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日12:07
一旦やんだかと油断させといて猛吹雪の逆襲。(-.-;)
しかし風向きが北に変わった？（昨日はフクイチ直送の南風で吹雪！）ので、汚染も低いように

思えますが…

相変わらず水道水は放射性？の金属味。

フクイチは噴いてますねぇ…
(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日12:29
また止んで、さっき一気に積もったばかりの雪が、またすごい勢いで溶けてる。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日14:34
磁気嵐

Ｘ線強度

気圧1002。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日14:35
息苦しい。酸欠？
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日14:50
「腎臓が痛い」

（背中が重ダルい）

ので、無意識に前屈みで不活発になった状態を

「呼吸が苦しい」と認識したようです。(∋_∈)

被曝性腎炎なり。(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日16:32
外出断念。(-_-#)
激しく降りしきりながら溶けて貼りつく横殴りの吹雪と強風と足元は融雪泥水でビシャビシャ（

おそらくこれから凍る）…
って、徒歩で出るには【★最悪最凶★】としか評しようがない…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日21:13
〜０４９５２８８、

＞０４９５３６６．

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501081918261910/

悩むまでもない。(-.-;)
2015年1月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
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（前項コメント欄つづき）

悩んでしまった辺りがすでに被曝性認知というか短期記憶障害だな。(∋_∈)

きのう

http://85358.diarynote.jp/201501071903427012/
一昨日の

http://85358.diarynote.jp/201501070909548212/

線量雨の異常を考えれば、

被曝量の減った今日になって脱力感が来るのは当然。

むしろホメオスタシスとして健全。(-_-#)

さて。（＾＾）

秀逸な拾い物をしたところで、脱被曝・長生き万歳！で、たっぷり寝ますよ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=7N5Zm13oOLc

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日20:59
それにつけてもいったい１日で何回【緊急地震速報】が鳴ってんだ、この死魔苦煮は…(-"-;)
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（１月８日）　札幌はプラス１℃で吹雪というビミョウに嫌な気象条件。すなおにバス
通勤決定。

http://85358.diarynote.jp/201501090812363271/

りす＠現実逃避？らんにん。

2015年1月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
おはようございます。

０８：０２です。

札幌はプラス１℃で吹雪というビミョウに嫌な気象条件。

歩けないこともないですが、歩きたくなるわけでもないので、すなおにバス通勤決定。浮いた１

時間は原稿書く。ということで…

（＾＾；）

手前みそ？ですが、この、たまたま「偶然」生まれた『物語』は、

http://85358.diarynote.jp/201501031224012439/

どうやら「ホンモノ」です…（＾＾；）

キャラたちが勝手に増殖し、どんどん勝手に動いて、どんどん世界を広げ、細部を鮮やかに掘り

起こしてくれちゃいます…

＜（〜〜；）＞

こうなると、私は万能にして全知全能たる「作者」ではなく、キャラどもの独断専行に振り回さ

れる、ただの「自動書記官」というか、「モノガタリの奴隷」状態に…

　（－－＃）

返せ、私の人権！…と、叫びつつ、バイト中番の出勤準備時刻まで、

【大幅改稿】に着手してきますわ…
http://85358.diarynote.jp/201501072010476103/

http://85358.diarynote.jp/201501090812363271/
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　（ーー；）

（まさかここにきて「主人公のカタワレ」の、名前まで変わろうとは…！！）

今朝の音楽。（検索副産物）

https://www.youtube.com/watch?v=rF-BjsnydYg&index=5&list=RDH3g0d6Cgqyg

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
9日3時42分
震源地：北海道 根室地方（北緯43.5度、東経145.1度）
（マグニチュード5.4：震度4）大きな地震。　深さが約120kmと深いので、2分後には
関東付近まで揺れが伝わる：

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150109034700395-090342.html … 
http://www.pic.twitter.com/FjVw7T4s1l

T. HIRANO@TOHRU_HIRANO 
北海道は、3時42分（根室：深さ120km　マグニチュード5.4：震度4）の深発地震の
前（1時53分：千歳：深さ146km：マグニチュード3.2）と（5時21分：帯広：深
さ115km：マグニチュード3.0）と深い震源の地震が続いてます 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/553309667950997504/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=vHaZ10brOWM
発掘品。

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rF-BjsnydYg&index=5&list=RDH3g0d6Cgqyg
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月10日8:05
〜０４９５４００、

＞０４９５４７０．
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（１月10日）　一晩で数十センチは積もったと思われるので、おとなしくバス通勤
決定…（本日中番）。

http://85358.diarynote.jp/201501100809183616/
1月10日の日記
2015年1月10日 音楽
　

おはようございます。

０８：０６です。

札幌の外気温マイナス１℃と暖かめ（＾＾；）ですが、舞い踊る大量の雪

！

一晩で数十センチは積もったと思われるので、おとなしくバス通勤決定…
（本日中番）。

空が白闇くて起きられなかったので今朝の目覚まし音楽はこのへん。

https://www.youtube.com/watch?v=RzuzkiCCpkM
https://www.youtube.com/watch?v=ML_6tUCRx68
…いっぱい編曲があるなぁ…♪

情報チェックして原稿書きますわ…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501100809183616/
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（１月10日）　とにかく眠い。(∋_∈)　こちらの生気を強引に吸い盗るディメンタ客
だらけ。

http://85358.diarynote.jp/201501100858427181/
裏設定ｗ（作業用）

2015年1月10日 連載 コメント (7)
「オジラ」

「キヌタ」

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月10日10:01
ワガナオ…もとい、女川原発と東京都心が、コワイ状態に…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月10日10:17
「テルミット爆弾」

「犯人と警官の距離」

「もともとイラクの土地であったクウェート」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月10日10:32
バグダッシュ大佐＠mixiの真下あたりでまた地震？(-"-;)
…逃げててくれるといいが、
はて…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月10日14:49
　

とにかく眠い。(∋_∈)
こちらの生気を強引に吸い盗るディメンタ客だらけ。
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なぜ「自分がもう死にかけてること」に気づかず、どうでもよさげな外見なんか気にしてられる

か理解不能。

命懸けで逃げるか、覚悟して身辺整理するか、どっちかしかないだろ、その被曝被害状態…
(-"-;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月10日15:19
「桜島 マグマ 地鳴り」
…で？ 原発までは何マイル？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日0:03
「桜島 噴火」
「阿蘇 噴火」
「沖永良部島 噴火 兆候」
「２ちゃんねる 全滅」

…良かった、ＤＮで…？(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日6:17
フィリピンでＭ６。
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（１月11日）　バイトは遅番。バス通勤の予定。（ちゃんと帰りは毎日、徒歩で「貯
りす筋魚」してます☆）

http://85358.diarynote.jp/201501110823038971/

「知らん権利と、ほっとく義務」。

2015年1月11日 読書 コメント (2)
　

おはようございます。

０８：１６になっちゃいました。

バイトは遅番。バス通勤の予定。

（ちゃんと帰りは毎日、徒歩で「貯りす筋魚」してます☆）

視力と運動神経は鈍いですが、

体を動かすこと自体は本質的に大好きなので、

けさの音楽はこのへん。

https://www.youtube.com/watch?v=5HiO4qv8Zro

タイトルは右の本から。＞

何故これを貼ったかというと、

http://85358.diarynote.jp/201501072010476103
が、さらに「改稿」になっちゃったから。

精神的に「哲学思想体系のバランスをとる」ためで…ｗ

ｗ（＾＾；）ｗ

書いてる（妄想が暴走してる）本人（だけ）は楽しいんです。

「ほっといて」下さい…☆

https://www.youtube.com/watch?v=lbDzB2iFYuE
  

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日9:38
北海道の線量急上昇。(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月12日10:02

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
世界中のメディアが、６つの大資本に支配されている。

何を放送するか、

どの映像にするか、

どう感じさせるか、

方向性はどうするか、全て計算づくで放送される。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501111021385796/

北海道の放射線量、急上昇。

2015年1月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
先ほどロシアで地震があったので、そっちの原発事故かもしれません。

札幌の空気も酷い放射性の金属味。被曝過敏症の私はすでに吐き気と咳き込みが酷いです。

各自、出来る限りの自衛と情報収集を。

合言葉は脱出移住サバイバル！

「被曝避難てんでんこ！」

 
編集する

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201501111021385796/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501111021385796/
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201501111021385796


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日10:31
いきなり吹雪再発。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日15:02
空気ゲキまず。(∋_∈)

ストロンチウム含有の汚染水蒸気特有の冷感あり。気温は高いのに「今日は寒い」と震えている

道産子。

吸気被曝の刺激感で咳き込む人多数。

私は右耳下リンパ腺の腫れ感と鼻血が出そうな内分泌撹乱感とめまいと悪寒。

「風邪のひきはじめに似た」典型的な「低線量被曝の初期症状」があります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日15:15
眼球粘膜も痛い。(ToT)
「小規模フレア Ｘ線強度」

…ダブル攻撃…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日21:04
無駄に被曝して肺が痛いし、まだ歩きたくなる空気のコンディションでもないので、駅地下

でちょっと高めの半額弁当と貢ぎ物の道産菓子とフェアトレードカフェを仕入れて、またバスで

帰るなう。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日21:12
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ないす判断。また降りだした。

(∋_∈)

島根も線量急上昇。

近畿の線量グラフが変なことになってる。

東南海地震の予震も。

 



（１月12日）　バイトは遅番。バス来ないし。(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/201501112315572505/
ビバ！滋賀！佐賀県民！(^O^)！
2015年1月11日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (2)
　

祝！

県知事選挙勝利！(^O^)！
＼(^_^ ) ( ^_^)／

えらいッ！(^o^)！
よく踏ん張ったッ♪(≧ω≦)b

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日23:21
前歴が過疎対策室長ってあたりが、荻原浩の小説みたいね♪

(‾ー+‾)ｇ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月12日5:45
 
(^_^;)なぜかまだ寝てない。
(^_^;)

これから２時間、

とにかく寝ます。

バイトは遅番。σ(^◇^;)
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501120959156511/

りすの翼。蛇に足。

2015年1月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おそようございます。

変なタイトルですね。（＾＾；）

昨日のコレ

http://85358.diarynote.jp/201501110823038971/
に、この曲を（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=64dKu8NIAqk
貼っときゃよかったとか後から思いついてのタイトルでございます…

午前１時半頃に漫画を２冊読み終わって、その時点ですら就眠予定時刻は大幅超過していたのに

、何故かそのあと、買ったまま気になっていた長編小説の最終本を読み始めてしまい…
寝たのが前項コメント欄の時刻で、現在、

０９：４９．（＾＾；）

１０：５５のバスでバイトの遅番に生きます！

本当ですってば…っ！！

（本は面白かったので変にハイです。でも、寝不足で心臓が変です…。）

http://85358.diarynote.jp/201501120959156511/
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（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=Js-kiPPTRgU

札幌はプラス気温。１月１２日に積雪１ｍほどがぽたぽた溶けていく道…

歩けないコンディションで、逆に良かったような…

とにかく。ナニもカモが、変ですね…
（－－；）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501121010494219/
 
太陽が、ぎらぎらだよね。（－－；）

ほい、蛇足。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=bgL1dsdP9Rg
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月12日10:57
バス来ないし。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月12日15:48
札幌ふたたびイキナリどか雪。

…気温はプラス３℃のくせに…

(-_-#)

服や家政の気象対策が

ことごとく裏目に出ます。

https://www.youtube.com/watch?v=Js-kiPPTRgU
https://www.youtube.com/watch?v=bgL1dsdP9Rg
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(-"-;)

まだ線量は低いみたいだけど、

情報は信じられるのか…
(・ω・;)(;・ω・)



（１月12日）　一食２８３円。(‾ー+‾)　明日はお休み。

http://85358.diarynote.jp/201501122157385891/

野の華。(*^_^*)　（一曲進呈♪）
2015年1月12日 りすらん♪ ガイド☆
 
あつあつフワフワの玉子丼、

たった１８０円はお買い得♪

o(^-^)o
大根たっぷりの冬バージョンなミニ豚汁と合わせると、

栄養バランスもばっちりで、

一食２８３円。(‾ー+‾)ニヤリ

明日はお休み。

歩いて帰宅♪

「たまご」つながりで、一曲進呈♪

https://www.youtube.com/watch?v=bt-Q3M4vIQ8&index=61&list=PL2F86081EE7A8A5E8
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501131405242909/

源泉へ向かう道。

2015年1月13日 旅行 コメント (2)
　

こう切り取ると

秘湯気分満載ですが、

札幌通勤圏駅歩５分ですｗ
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（１月⒕日）　キーボードを打ち込む指がもつれます。脳がどっか切れた気がする。と
りあえずバイト中に不自由は感じないが、肝心の「創作脳」にアクセスできません
…(ToT)

http://85358.diarynote.jp/201501140832137192/
フランスのアレは「脱原発」全国行動に向かうはずだった市民エネルギーをよそにそらせてるた

めの

「新たな目先の共通の敵」をデッチあげた、原発推進・軍事産業のヤラセ（自作自演）なんじゃ

ないかな。

2015年1月14日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (6)
 
おはようございます。

ＰＣ起こしたのは０７：５７でした。

札幌は快晴。朝日がまぶしい。

気温マイナス４℃。

線量低め。

なんの問題もなく幸福感を噛みしめて良さそうなものなのに、襲い掛かる強烈な「違和感」。

　（＝＝；）

開き直って？目覚まし音楽はこんな勢い。

https://www.youtube.com/watch?v=xr4zec7NQI0

いま気が付きましたが、キーボードを打ち込む指がもつれます。

…「脱魂」して（幽体離脱系ボランティア）しに地獄だか霊界だかへ行って還って来たという自
覚（覚醒時の夢）はありましたが…

脳、接続がどっか、切れたかな…（－－；）

とにかく全地球的にＭ４Ｍ５級の地震が大連発です。

　（００；）

札幌だけ平和なのかしらん。

私が恒例の「もう騒ぎ疲れた。大地震なんて本当はもう来ないのかもしれない」と諦念モード

に入ってしまっているので…ｗ（－－；）ｗ…

たぶん本当に来るのはこれからです。たぶん。

http://85358.diarynote.jp/201501140832137192/
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（－－；）

ところでこの音楽はなかなかｗ

https://www.youtube.com/watch?v=cxF494XR__A&list=RDcxF494XR__A#t=1

日本じゃあまり知られていないと思うけど、

ポルカって本来、南西欧（地中海沿岸）の「民族音楽」なんだよね…

（あたま悪そうな人たちだけどｗ）

さて、いまの「気分」の曲は、実はこれ…
https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns&list=RD4gLEzKPEwvo&index=19
（－－；）

 
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日10:33
なんかどうも本当に脳がどっか切れた気がする。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日15:48
視力に変動と、

軽い指のモツレ。

そういえば昨日は珍しく入浴中に気分悪くなったりしてたし、

ごく軽い脳梗塞でもやらかしたかな…(・_・;)

とりあえずバイト中に不自由は感じないが、肝心の「創作脳」にアクセスできません…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月15日8:50

宇宙天気ニュース @swnews 
· 22 時間 22 時間前 
[記事] 太陽で、M5.6とM4.9の中規模フレアが連続して発生しました。 http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=cxF494XR__A&list=RDcxF494XR__A#t=1
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宇宙天気ニュース @swnews 
· 1月13日 
M5.6、M4.9とMクラスの中規模フレアが連続して、太陽の北西(右上)の2257黒点群で発生しま
した。GOES衛星のX線グラフ -> http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif …
#swnews



（１月⒕日）　札幌の異常高温はニュースになり始めた。(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/201501141557489486/

吾妻はや…
2015年1月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

福島の吾妻山も噴火寸前。

九州は阿蘇がイケイケで、

桜島はカウントダウン中。

ロシアも噴く位置。

トンガは噴煙で航空妨害。

(・ω・;)(;・ω・)

…ロシアと日本だけでも原発はいくつあるのか…
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日15:59
「こんなニュースもさらっとやってます」ツイッタ。

フクイチで線量５０〜６０倍。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日16:03
「北海道 おが粉 検出」(T_T)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日16:17
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札幌の異常高温はニュースになり始めた。(・ω・;)(;・ω・)
交通機関事故も増加中。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501142135232452/

ないす２ミ〜２♪(^o^)／
2015年1月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日22:16
深さ生々しい…じゃなくて
Ｍ５で震源深度５７５kmって、どんなんだ樺太地震。(‾○‾;)

んて、ソレが過ぎた途端、創作脳が回路接続スイッチオンになる私って…(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日23:25
「汚染水 全ベータの値が、過去最高値」
「十勝岳も噴火警戒」
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（１月15日）　当直が陰険フィルチ。でぃめんたゾンビ客はいつもに増してバカば
かり。

http://85358.diarynote.jp/201501150827243003/
 
おはようございます。

０８：２１です。

最近しばらくぶりに絶好調？です。

音楽はきのうの続きでこのへん聴いてみましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=Y49xhyQxnr8
 
バイトは遅番。

天気は絶好調。

線量低めで、気温は高杉晋作。（＾＾；）

…歩く。予定です…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501151118291884/

ウサギ？キツネ？

2015年1月15日 りす＠齧歯類。 コメント (6)

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年1月15日11:35
青森県の東西で連発地震？

（；‾Д‾）

…マジで来そうだな…
「陸奥湾＋噴火湾、二重津波」…ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月15日15:44
岡山で新種のカタツムリ発見…て、たんに被曝による突然変異を誤魔化してるだけじゃねぇの？(-
"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月15日15:47
色々プチ厄日決定。(-_-#)
当直が陰険フィルチ。見た瞬間から勤労意欲下げ下げ。(-"-;)

でぃめんたゾンビ客はいつもに増してバカばかり。福岡や高知の被曝性認知障害の蔓延ぷりは悲

惨の一語。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月15日15:51
関東北陸の線量上昇中。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月15日16:05
「沖縄全体が反対なんです」

葛西臨海公園のマグロ死ぬ。

…被曝以外の何が原因なんだよ…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月15日21:36
札幌1月15日21時36分。
プラス気温に舞い散るアラレ雪。まるで南関東なみの暖かさ。ヽ（・＿・；）ノ
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501152147361693/

「福島放射能、過去最高記録の１０００倍」。

2015年1月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

（；‾Д‾）

私は経済オンチなのだが、

円も米ドルも元も大暴落って、

原発関係？(°д°;;)

とにかく何もかんもおかしい。

札幌の水道水ですら入浴被曝が気になるレベルの汚染だ…

こりゃダメだ。

寝よっ (ノ-o-)ノ　┫       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日0:57
とにかく地震が多過ぎる。

フクイチは決死の煙下げトレイル絨毯爆撃中らしい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日8:11
０４９６００３．
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（１月16日）　本日の接客態度はほぼすべて我ながら悪かった上に陰険フィルチが当
直にいたしクレーマー客も本社にチクる気満載で名前をチェックしていきやがったので
、いま研修を受けてる新人さん達が実戦投入され

http://85358.diarynote.jp/201501162153566865/

崖っぷちギリギリ巣。┐(’〜`；)┌
2015年1月16日 就職・転職 コメント (6)
　

本日の接客態度はほぼすべて我ながら悪かった上に陰険フィルチが当直にいたしクレーマー客も

本社にチクる気満載で名前をチェックしていきやがったので、いま研修を受けてる新人さん達が

実戦投入された辺りで今度こそガッカイ職場お得意の今月で辞めてもらいます攻撃とかが来る可

能性が南海震災やポールシフトと同じくらい危険水域なのだが。ヽ（・＿・；）ノ

いつだって自分で辞めようと思って馘になったわけじゃないけど、いつだって何とか転職してき

たし。

むしろ無理やり追い出された時のほうが、神様同情票？で転職運が良かったりしてるしなぁ〜

┐(’〜`；)┌
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日21:58
別にわざと態度悪くした訳じゃないんだけど客があまりにアホで脳足りんで脳ベクレで考えなし

のさっさと早く死にやがれな迷惑ゴミの被曝死カウントダウンタウンぶきうぎバンドな腐乱死

体ディメンタだらけでしかも攻撃パターンがあまりにも単調過ぎたんで忍耐缶が破裂したんだよ

。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日22:04
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でもひとつ確実にヨイ？にうすがあってなｗ

┐(’〜`；)┌
被曝症状が明確に出ていて間もなく死にそうな自覚なし被曝死予備患者どもｗ

カクジツに、ガッカイやジミンの票田。「原発は安全」なので自分の瀕死状態すら自覚できずに

狂い死んでいく「セルフ被曝加害被害者」なんだよな…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日22:05
意識して脱被曝してる人としてない人の健康状態が、歴然と、違い過ぎるよね！ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日22:46
香川に地震の兆候。(-"-;)
近いうちにまた伊方原発が揺れます…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日23:29
「破局的な巨大噴火」

「今月中に絶滅の可能性」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日23:31
個人的にはプチ厄続きだが、

たぶん

大難を小難にしてもらってる。

(^_^;)
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（１月17日）　休みで良かった！ 気力体力エンプティの被曝超過性腎臓倦怠感満載。
どうしても起きられません。(-.-;)

http://85358.diarynote.jp/201501170548238716/

哀悼、阪神淡路大震災。

2015年1月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

　

富山、石川、福井、岐阜、再び０.１μ超え。

https://www.youtube.com/watch?v=Sj38SZljZ7M&index=11&list=RDQTu9QOrwwiw
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http://85358.diarynote.jp/?day=20070117
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日5:48
殺人集団ジミンをツルセ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日5:51
「避難するべき。今すぐに。」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日10:17
札幌はマイナス１度と温暖？

ですが猛吹雪。(^_^;)

休みで良かった！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日14:29
「福井 ミンククジラ座礁」
「フィリピン 台風１号」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日14:36
「札幌〜小樽 雪による通行止」
「ＪＲ札幌 遅延」
「センター試験 札幌 吹雪」

…(・ω・;)(;・ω・)…
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気力体力エンプティの被曝超過性腎臓倦怠感満載。

この時間になっても、どうしても起きられません。(-.-;)

予定は掃除と机事でしたが、

放棄して寝ます。

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日23:35
にゃはははは☆

＞1月17日の午前様・記。
2011年1月17日 日常 コメント (2)

　おやすみなさい。まもなく午前３時です……☆
　（＾＾；）

　これの前に１６日分を４個ばかり入れてありますので、ぜひお立ち寄り下さいね☆

　１６日午後４時の外出時点での室温は１０℃前後あったのですが。

　１７日午前１時半の帰宅時点で室温２℃!!
　||||（＠＠；）||||
　ガクブルです。前代未聞の数値です。ここは本当に、気候温暖な南関東平野部なんでしょ

うか……☆★

　寝る前に、水道水の凍結防止の「ちょろちょろ通水」確保を、忘れないようにしなくちゃ…
…☆★

（わたしゃ一応、寒冷地域での生活技術の基礎知識があるから、まだいいけど。

　これ知らない人は、明日の朝、水道管が凍りついてて苦労するぞ〜……☆★

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


（１月17日）　今日のような大雪の日に大地震が発生し、泊原発で事故が起きたら、
どうやって逃げるんだろう。

http://85358.diarynote.jp/201501171633386335/

治癒スイッチ温♪

2015年1月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おかげさまで体温１度以上？

上がりました。(*^_^*)

治癒スイッチオン。o(^-^)o

ガンも白血病も恐くないですよ〜。

(≧ω≦)b

起きまーす！ (^-^)g

https://www.youtube.com/watch?v=9SVDl5exMxE&list=RDQTu9QOrwwiw&index=13
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日17:09
でもまたちょっと寝る。(^_^;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501171840072457/
がんが多発している北海道泊村／泊原発は止まってない。

2015年1月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまくりまして、おばんでございます。
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現在すでに１８：２６です。

１８時過ぎにようやく本起床？（＾＾；）できたんですが、何やらＰＣが自主再建…もとい再起
動に突入しやがりまして、画面が変になったり色々して手間取りました。

んで、予定と違って、勝手にＰＣが選曲？してくれて、今晩１曲目はこれでした…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=QTu9QOrwwiw&list=RDQTu9QOrwwiw#t=1

そして何故か？？（＠＠；）？？

勝手にコレを「検索」してトップ画面に表示しておいてくれたんですが…
https://twitter.com/search?q=%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=typd

…あの…（＾＾；）…
何ですか、カミサマ。（＾＾；）

何かの「オツゲ」とかの類なんですか、これ…？？

　||||（＾＾；）||||

前原みどり @Yarok84 · 1月16日 
新書で今や貴重な、小出裕章助教と西尾正道北海道がんセンター名誉院長の共著「被

ばく列島」を本屋で発見。迷わず購入。

「ええっ、本当か!?」になったのが「原発の立地周辺地域でも、がんが多発している」
に場所が「北海道泊村のデータ」……今からでも遅くはない。泊原発を早く廃炉にし
てくれ！

ドンパッチ @ABE2to4 · 7時間7時間前 
国内の原子力発電所が「１基も営業運転していない」だけで、炉は止まってないの

では。

少なくとも北電泊原発は止まってないはず。

つまり無駄にエネルギーを放出し続けていると思われます。

影響力のある本には正確に書くべきだと思いました。 
https://twitter.com/ABE2to4/status/556271628892389376/photo/1

走れ！母ちゃん @hasirekaatyann · 1月14日 
今日の北海道新聞の一面。

コープさっぽろ電力小売り　７月にも新会社　脱原発へ家庭向け参入(北海道新聞)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/585735.html …
北海道電力さんが再々値上げするとか、泊原発再稼働ゴリ押ししつづけるようなら、

こっちに乗り換えようかなぁ！

日本共産党北海道委員会 @hokkaidoJcp · 1月13日 
宮川じゅんFB
https://www.facebook.com/matasete.g 
「泊原発の再稼働を許さない」と言うと、北海道電力社員の道議会議員が「3回目の電
気料金値上げをするぞ！」…
https://www.facebook.com/jcp.hokkaido 
この議員は電力総連傘下の組合から、年間約1000万円の給与を…

Pompin Niocki @PompinNiocki · 1月13日 
【メモ】泊原発建設のときの知事と道議会の動き。90万筆もの署名も、政治の根回し
によって無力化された。

反古(ホゴ)にされた90万人署名_01　〜北海道原発議会の三日間〜 -
http://www.dailymotion.com/video/xkmtlv_%E5%8F%8D%E5%8F%A4-
%E3%83%9B%E3%82%B4-
%E3%81%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F90%E4%B8%87%E4%BA%BA%E7%BD%B2%E5%90%8D-
01-
%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8E%9F%E7%99%BA%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%81%AE%E4%B8%89%E6%97%A5%E9%96%93_news
… @Dailymotion_JPさんから

ふくしま30年プロジェクト @info_fukushima · 1月13日 
「道は、寒さが厳しい冬の暴風雪のときに泊原発で事故が起こった場合に住民を避難

させる方法を確認するための訓練を来月、初めて行うことになりました」

暴風雪想定 原発避難初訓練へ - NHK 北海道 NEWS WEB 
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20150113/4564071.html …

https://www.youtube.com/watch?v=QTu9QOrwwiw&list=RDQTu9QOrwwiw#t=1
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http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20150113/4564071.html


https://www.youtube.com/watch?v=X3KUMRXtFcI&index=4&list=RDQTu9QOrwwiw

スガちゃんマン @viento_yutaka · 1月9日 
大阪で原発燃料が作られてるって知ってました？

#olivebz 
http://olive.bz/rd/x/2af7c8708f696feacacf0844d8cd4d57?tg=tw …
燃料棒も手作り。

ここでつくった燃料は福井県をはじめとする西日本の原発（島根原発は省く）と泊原

発で使わる。

大阪で作って福井県や島根県に運ばれる。

ルートはひ・み・つ

Atsushi Hoshino @hosriki · 1月3日 
泊原発のある積丹半島の西側に新たな活断層があるのかをめぐり議論が続いてい

ます...と。 RT 泊原発安全審査の行方に注目 - NHK 北海道 NEWS WEB 
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20150103/4272391.html …

loukoumi（普通がなにより。） @loukoumi · 1月3日 
＞また世界的には原発事故が起こらなくても原発立地周辺の子供の健康被害は報告さ

れています。

実際に北海道の泊原発なんかの周辺地域では、がんの患者数がダントツに多い。

道内平均の１．４倍程度です。

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4025.html …

kenji @buick54aki · 1月2日 
北海道の気になるニュース泊原発は過去２５年間で計５７０兆ベクレルのトリチウム

を海に放出　

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/569401.html …　
泊村の突出したガン死亡率 　
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-799.html …
急病人

給食

水道水

心臓突然死

心電図

白血病

白血球

検査

https://www.youtube.com/watch?v=IeScbsD1lGk&list=RDQTu9QOrwwiw&index=6
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日18:54
夢子 805 @a74df50ca4ed · 12月26日 
Nスペ観ながら、娘と札幌北区の大雪の話をしつつ、滋賀県の地震速報も観ていました。北海道に
は泊原発の周辺に断層があります。今日のような大雪の日に大地震が発生し、泊原発で事故が起

きたら、どうやって逃げるんだろうと思いました。天災は突然起こります。怖いことですよ。

原発、反対です!!

夢北大地の鉄爺 @tetsujiisun · 12月26日 
道庁所在地の道都が札幌市から羊蹄山麓の「羊蹄市」という１００万人の飲料水もまかなえる、

水も豊富な羊蹄山麓。原発も停止・廃炉の泊原発３０Km圏内の安全安心な風光明媚な新興都市に
、道庁移転することが道議会で決議されました。表玄関は新倶知安駅か、新洞爺（羊蹄高原）駅

　#完全に嘘をつこう
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くろ (脱原発・脱被曝・反戦) @tkurokawa31 · 12月21日 
どこの原発もその周りでは癌が多い。小児がんも。それはトリチウム…【ヤバイ】泊原発、計570
兆ベクレルの放射性トリチウムを放出していたことが判明！過去25年間で！他の原発も同じよう
に海洋放出！ - 真実を探すブログ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4224.html …



（１月17日）　ハゲ・デブ・不眠⇒典型的な「被曝症状」です。／食べて応援しよう
協賛企業リスト。

http://85358.diarynote.jp/201501172249528424/
 
あなたのオナヤミ何ですか？

ハゲ　＞　典型的な「被曝症状」です。

デブ　＞　「むくみ」です。致命的な被曝症状の一環です。

不眠　＞　「セシウム不眠」。【ＤＮＡ】２０１３年初夏を検索。

じゃあね〜ｗｗｗｗ

        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日22:53
仙南民商(民主商工会)
@sennanminsho 「増税しました。解雇自由にします。残業代無くします。年金減らします。生活
保護は締め付けます。配偶者控除無くします。共働きしてください。子供は産んで下さい。保育

所はそんなに増やしません。保育士の待遇は改善しません。代わりに法人税は下げます。」すげ

ーな、安倍ちゃん。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日23:07
仙南民商(民主商工会) @sennanminsho · 1月9日 
反知性主義って言葉。全然ピンときてなかったけれど、こういう事なんかなあと腑に落ちる事

案が。まあ、当然良いことではない。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

抗がんワクチン副作用！「線維筋痛症」。

2015年1月17日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
（前項まで参照）

華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 1月16日 
子宮頸がんワクチンによって、逆に子供が産めなくなる身体になってしまった子供や

女性が増えている。これも支配者勢力の人口削減計画のうちだという。

prometheus @prometheus2054 · 2012年9月16日 
抗癌剤の元は、ドイツが作った毒ガス兵器マスタードガスだ

http://www.bllackz.com/2012/09/blog-post_4.html … ▼３人にひとりは癌で死んでいく
　▼ 抗癌剤そのものがさらに新たな癌を発症させる　▼癌細胞を殺すと同時に、健康
な細胞を破壊　#癌 

浅井 翔子 @rvs3222t · 24分24分前 
http://topic.xvs.jp/71o 子宮頸がんワクチン副作用の強い疑い！「線維筋痛症」とは

ちゃーたん@日本は世界から評価されている @chatan_japan · 2時間2時間前 
【拡散！】厚生労働省の子宮頸がんワクチンのチラシ。

「子宮頸がん予防ワクチンは新しいワクチンのため、子宮頸がんそのものを予防する

効果はまだ証明されていません。」

効くかどうかわかりません、と、はっきり書いてるぞ！

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/pdf/leaflet_h25_6_01.pdf
…
Rachael @nexus_2 · 6時間6時間前 
これは何と「政府の公式見解」！？「子宮頸がんワクチンで効果がある可能性のある

人は、全女性の0.007%」それでも接種を強行する厚労省とは誰のための組織なのだろ
うか？ワクチンは百害あって一利なしの、医原病を作り出すための「時限爆弾毒物」

http://goo.gl/IGiW4a

ゆたんぽ。 @yutanpo1984 · 1月12日 
「政府は必ず嘘をつく」、デンマークでの子宮頸がんワクチン被害も深刻。 

杉浦Ｗ龍 @HOUSEREMIX44 · 12月18日 
人口削減方針、who&ビルゲイツ。
子宮頸がんワクチン、禿げぞえ。

他にもおかしい、世界保健機関。

なのに…

殺人減らせと、who。
凶悪犯に対応しろと、人民封殺軍団。

世界中で人民封殺の正当化始まりますよ。

http://85358.diarynote.jp/
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http://goo.gl/IGiW4a


世界中で人民封殺の正当化始まりますよ。

権威に弱いです、日本人。

わかってますか？

https://twitter.com/search?
q=%E5%AD%90%E5%AE%AE%E9%A0%B8%E3%81%8C%E3%82%93%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%80%80%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F&src=typd

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

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

COBRA לע ת  הלימ  תפקתה  @WadjetOsaka · 5時間5時間前 
これくらいの放射能は安全だ！食べて応援！放射能を怖がるな！とか言ってた人は率

先して福島周辺にお引っ越しをヨロシクお願いします。

KAKIO★NoNukes @kakio_x · 1月13日 
放射能は「安全」「無害」だと言って憚らずに主張して原発事故を引き起こして放射

能毒を撒き散らかしておいて、「風評被害」だの「食べて応援」だのと言って放射能

汚染食品を食べさせる原発利権と御用学者も同じく。

kenji @buick54aki · 1月3日 
スピーディーの数値もすべて隠ぺいしたのは、福島県知事の佐藤雄平ですよね 「デー
タが何も届かなかった」と嘘くさい芝居してましたが、東電のテレビ会議公開「東電

に頼んで放射能は安全です」と言ってもらったのもばれたのに仲間のマスコミは完全

スル 

伊澤暁子 415 @Ataru · 12月27日 
１）久しぶりに電車に乗り郊外に出かけた。京王多摩センター。福島菊次郎（９３）

さんの講演会。眼から鱗が何枚も落ちるようだった。ヒロシマ、ナガサキには草木も

生えないというデマをまず流し、草木が芽生えると、何だ、放射能は安全じゃないか

と思わせた。それが今回の原発事故に繋がっている。

SOSOAO @SOSOAO · 12月19日 
今日は会食だったけど、となりで爺さんたちが放射能は安全でむしろ身体にいいんだ

って話で盛り上がってたよ…（汗）今そこ？

原発動画bot @AnnaNinaAnnaNin · 12月17日 
◆「福島の放射能は安全です！」田母神氏の放射能に対する認識 
http://dlvr.it/7rmRSp #原発

不正選挙監視団 @rigged_election · 12月17日 
「放射能は安全です。安倍晋三」　安倍がどんなに安全を宣言しようが、福島原発は

いまだにこんなオバケのような重装備でなければ立ち入れない。それを映像で見せび

らかしたのである。世界中があらためて大ショックを受けたのは間違いない。

https://twitter.com/Lulu__19/status/406244953841364992/photo/1

ちだい @chidaisan · 12月15日 
どんなに人を殺しまくった殺人鬼であっても、弁護士さんは「この人は頭がおかし

くなっちゃっただけで、悪くないんです」と言うわけで、原発を再稼働させるため

にやってきた科学者は「これは安全な活断層です」と言い、猫ババァとセクロスする

エセ大学教授は「放射能は安全！デマデマ！」と言うんです。

https://twitter.com/search?
q=%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%AF%E5%AE%89%E5%85%A8&src=typd

https://www.youtube.com/watch?v=9GjZu0ZnoeA

HAPIPURU @hapipuru_LDB · 1時間1時間前 
食べて応援しよう協賛企業リスト 
http://kitanoyamajirou.hatenablog.com/entry/20121018/1350553359 …

https://twitter.com/search?q=%E5%AD%90%E5%AE%AE%E9%A0%B8%E3%81%8C%E3%82%93%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%80%80%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
https://www.youtube.com/watch?v=jyEIziHa7aQ
http://dlvr.it/7rmRSp
https://twitter.com/Lulu__19/status/406244953841364992/photo/1
https://twitter.com/search?q=%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%AF%E5%AE%89%E5%85%A8&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=9GjZu0ZnoeA
http://kitanoyamajirou.hatenablog.com/entry/20121018/1350553359


（１月18日）　日曜の早番バイトで渋滞もないため、さくさく定時運行のバスできち
んと間に合いそうです。

http://85358.diarynote.jp/201501180807576854/

天の雪＊地上の星たち♪…Sapporo吹雪なう。
2015年1月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
　

おはようございます。

和マなら07時59分でした。
札幌白石マイナス４℃。

予報では止むはずでしたが、

今朝も引き続き吹雪。(^_^;)

しかし徹夜で作業して下さった除雪業者さんのおかげで歩道も車道も平常走行。

日曜の早番バイトで渋滞もないため、さくさく定時運行のバスできちんと間に合いそうです。

(^-^)g

バス屋さん、除雪屋さん、

いつも本当にありがとうございます！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月18日8:16
なんかネットがやたらと重い？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月18日8:38
通勤ストレスぜろ！(^o^)／
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…で、今日の運を使い果たしたもよう…？(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月18日13:29
「福岡への避難者だけがおかしい」

「マグロと同じ運命」

「復職はおろか帰省もできん」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月18日18:16
やはりその後はプチプチ厄日★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月18日18:34
マヌケな残業で電車一本逃して、さらに次のは遅れ特急待ちのシワヨセで入線未定？(T_T)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501181837536568/

ポッポ屋さんの冬正装が撮れたから良しとする

ｗ

2015年1月18日 趣味 コメント (1)
若い人は外套着ないのか、案外稀少価値なんだよねｗ

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月18日18:44
やはりポッポ屋さんの風格は、年期が入っていないとダメだよね♪

o(^-^)o
…眼福なオジサマでした〜…♪
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♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪



（１月18日）

http://85358.diarynote.jp/201501181846085707/

苗穂駅なう。

2015年1月18日 旅行 コメント (2)
鉄ヲタの聖地♪

（雪の下はすべて作業用線路！）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月18日18:50
アリューシャンでＭ６。

Ｍ５は続発。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月18日18:51
帰りの電車なかったら笑うということで…σ(^◇^;)。。。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501182244292217/

ゆっルゆル♪(*^_^*)な、りす生♪
2015年1月18日 日常 コメント (2)
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帰るなう。(‾ー+‾)
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日0:29
銚子が３連発。(°д°;;)

もし「一括払い」だったら、

すでに試合終了。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日0:35
「すべてのマグロから放射性物質」

阿蘇

桜島

原発

…寝よっ
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（１月18日）　「福島原発は放射能活火山と化した。近い将来、放射能汚染は三重県
含む中部地域まで拡大されるだろう」／バイトがプチ阿鼻叫喚。(-"-;)　漁港で魚食っ
てる道民や九民の被曝症状が物凄い…(T

http://85358.diarynote.jp/201501190832338873/
1月19日の日記
2015年1月19日 日常
おはようございます。

０８：２１です。０７：００に起きだして、

溜め込んでいた家事をのたのたと片付けて、

この時間。

札幌はマイナス１℃。

体調は問題なし。

脳ミソは真っ白です…動きません。
（－－；）

音楽は、なんだかハマってしまったようなので、しつこくこれになりました。

https://www.youtube.com/watch?v=QTu9QOrwwiw&list=RDQTu9QOrwwiw

バイトは遅番。徒歩通勤の予定。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501190856153834/

去星　平井和正…
2015年1月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

444人がリツイート 
NHK科学文化部 @nhk_kabun · 12時間12時間前 
【ＳＦ作家の平井和正さん 死去】ベストセラーとなった「幻魔大戦シリーズ」や「ウ
ルフガイ・シリーズ」などで知られるＳＦ作家の平井和正さんが、１７日夜、急性心

不全のため神奈川県内の病院で亡くなりました。７６歳でした。

http://nhk.jp/N4HN6CNa
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ハフィントンポスト日本版 @HuffPostJapan · 23分23分前 
【平井和正さん】76歳で死去 「平井作品がなければ現在のライトノベルはなかった」
と悼む声 
http://huff.to/1IROX1n

わが愚母と同年齢だったとはビックリ。

 
まぁ、わが愚母や愚弟と同じく、

「神奈川県内」在住のままだったら、

【当然】死ぬでしょう…（－－；）

さて。

何が起こるのか…

cmk2wl @cmk2wl 
· 7 時間 7 時間前 
“大量死”の葛西臨海水族園、１８日もマグロなど４匹死ぬ
TBS系（JNN） 1月18日(日)18時34分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150118-00000053-jnn-soci …
これで 13匹になってしまった。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
ENENews
福島は当初の推定量より130億倍以上の中性子を放出した－「人間の健康に対する明白
な影響」－政府：「中性子放射線は、人類に知られている最も過酷で危険な放射線

です」：かなりの距離を移動することができます。

http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/627.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
入口紀男・熊本大学名誉教授　2013/12

http://huff.to/1IROX1n
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150118-00000053-jnn-soci
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/627.html


https://ja-jp.facebook.com/norio.iriguchi/posts/690730394301087 …
日本の国土１００万年の悪夢

その広島型原爆２万５千発分の放射能は、太平洋と、東北から関東、中部地方まで、

年を経るごとに深刻に拡散し、汚染を広げていくでしょう。

https://www.youtube.com/watch?v=Sj38SZljZ7M&list=RDQTu9QOrwwiw&index=11

…なにも考えられない本日なので、のたのたとバイトに逝ってきますわ…

廣田弘一（Koichi Hirota) @koichi_hirota · 11時間11時間前 
マクドナルドがバッシングされている。

何百万個に一個のナゲットに包装材の欠片が入っていたと。

しかし、放射性物質が少量であっても混入されている米や魚は

「食べて応援」と言ってバッシングどころか推奨され

子供たちが食べる給食にまで使われる。

どうかしているよね？

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日9:02
meg lalala @Kissmeyummy · 1月14日 
熊本大学の物理学者入口名誉教授がFacebookではっきり「福島原発は放射能活火山と化した。近
い将来、放射能汚染は三重県含む中部地域まで拡大されるだろう」と投稿なさったことを知って

る国民は百人に何人いるかな？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日15:58
 
通勤は楽しく歩いて「神様この時間をくれてありがとうo(^-^)oおかげさまで安く楽しく快適な札
幌ライフのコツがつかめました今まで５０年で一番安楽な越冬です」o(^-^)o

https://ja-jp.facebook.com/norio.iriguchi/posts/690730394301087
https://www.youtube.com/watch?v=Sj38SZljZ7M&list=RDQTu9QOrwwiw&index=11
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


だったんですが…(^_^;)

バイトがプチ阿鼻叫喚。(-"-;)

漁港で魚食ってる道民や九民の被曝症状が物凄い…(ToT)



（１月19日）　マダム・ポンフリーからパワハラすれすれの非常識かつ無神経なジョ
ークを悪意ゼロでカマサレてココロが瞬間凍結。余命数年カウントダウン突入な飲水ベ
クレ患者だらけ…

http://85358.diarynote.jp/201501191619169887/

【逃げて下さい】

2015年1月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

ツイッタ検索。

 
「ＪＯＣが放射性物質を焼却 茨城県 １月１９日から」

「上野動物園 大型動物の死」
「大量死」

「鳥インフル」

「致死性カビ」

札幌にいても

「あと１００年生きる！」とか無駄に元気な私のまわりは、

余命数年カウントダウン突入な飲水ベクレ患者だらけ…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日16:20
「水から逃げよ！」

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501192148204846/
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終わり良ければ全て善し。(^_^)
2015年1月19日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (3)
吉凶縞模様な一日。

最後にマダム・ポンフリーからパワハラすれすれの非常識かつ無神経なジョー

クを

悪意ゼロでカマサレてココロが瞬間凍結したが、

帰りがけの東光ストアの新商品？最後の１個を半額で落手して

(^-^)g

しかもレジがお気に入りの庭師ギャムジー氏（仮名）だったし

(*^_^*)

なかなか美味しく歩き食して、バス停についた時には袋が空ｗだったし最終バスにも余裕で間

に合ったので。

(‾ー+‾)ニヤリ

浮き世の些末事は脳から消去！

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

減がちょうど良かった。

o(^-^)o

このさい最近の岩見沢の

空間線量グラフは無視する〜…

http://85358.diarynote.jp/201501192148204846/
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…(^。^;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日0:03
それにしてもあれだけ隠然と？日本のいわゆる

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

さぞかし、「逝く先案内人」として、超大量の魂を捌いて下さるに違いない…

近々に…

（グリーンランドが割れたら、ポールシフトはカクジツ？！）
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（１月20日）　海外移転を目指して？全コンテンツの電子化を決めた講談社を見習え
。

http://85358.diarynote.jp/201501200734264088/

腐苦死魔【害為ックス】の愚挙。

2015年1月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…「あんた、バカァ…？…」

269人がリツイート 
NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 14時間14時間前 
【ニュース】「新世紀エヴァンゲリオン」などで知られる三鷹市の制作会社「ガイナ

ックス」が福島県内の閉校になった中学校に制作スタジオを設けることなどを正式に

発表した上で、アニメ制作などを通じて復興に貢献したい考えを強調しました。

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150119/4772381.html … #nhk

伊藤霊一／Ryou @Ryou_I_01 · 23分23分前 
福島ガイナックス。なるほど、社長さんが福島出身なのね (^｡^) 
#朝日新聞 #ガイナックス 
https://twitter.com/Ryou_I_01/status/557327427513229312/photo/1
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死ぬなら勝手に死ね。

罪のない若手アニメーターを

無理心中に巻き込むな。

海外移転を目指して？全コンテンツの電子化を決めた講談社を見習え。

@安眠希望 @HY_leo0810 · 2時間2時間前 
福島にアニメスタジオ誕生 エヴァ制作ガイナックス | ニコニコニュース 
http://news.nicovideo.jp/watch/nw1411338 #niconews
地方にも低賃金の人間増やしてどうすんだろうな

民報伝次郎(県北版) @M_denjirou · 3時間3時間前 
( #福島民報 20150120)三春町で開業することとなったアニメ制作会社の「福島ガイナ
ックス」は旧桜中校舎にミュージアム「福島さくら遊学舎」を設け、4月にオープン
する。教育旅行の受け入れを想定した職業体験的な常設展示の他、企画展、イベント

やキャラクター開発など観光名所を目指す

豆八郎 @eightyro_oka · 3時間3時間前 
今のガイナックスはエヴァの会社ではないのか。

＜福島にアニメスタジオ誕生 エヴァ制作ガイナックス＞
http://nico.ms/nw1411338 #niconews

このうえは、スタジオジブリと伊藤有壱氏には、

一刻も早い「海外移転」を、目指していただくしかないかな…

日本最大の「文化遺産」である、「コンテンツ産業」存続のためには…

　…（－－；）…

参照：http://85358.diarynote.jp/201306040523257064
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501200919584038/

http://news.nicovideo.jp/watch/nw1411338
http://nico.ms/nw1411338
http://85358.diarynote.jp/201306040523257064


長生きは、するもんだ☆

2015年1月20日 チベット有問題 ！ コメント (2)

あらためまして、おは？

おそ？ようございます。

０９：０９です。…重陽…？？
（＾＾；）

札幌はマイナス４℃。

バイトは遅番。

７時に起きた時点では曇りだったので歩くつもりでいましたが、

８時ぐらいからいきなり吹雪。（＠＠；）

おとなしくバスります…
（ってか、バスも遅れが出ているであろう…☆）

http://85358.diarynote.jp/201501200919584038/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
http://85358.diarynote.jp/201501200919584038/
http://diarynote.jp/items/music-jp/B000002UDG/


（１月20日）　ギリギリのバスでは絶対遅刻になると思い、耐寒重装備で３０分早い
バスを狙った私は賢い！

http://85358.diarynote.jp/201501201033579046/

札幌 激 吹雪。
2015年1月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

気温マイナス４℃。

バス１０分遅れ。

ギリギリのバスでは絶対遅刻になると思い、

耐寒重装備で３０分早いバスを狙った私は賢い！

(‾ー+‾)ニヤリ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日10:49
２時間で２０〜３０cmの積雪。
線量は低め。（？）

上がっても０.０５μ。(^_^;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501201122055774/

『関東の冬低山』。（違っ

2015年1月20日 日常 コメント (3)
（前項参照）
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２月の奥多摩縦走くらいな装備で市街地を闊歩して

地元サッポロ都会のモヤシのヒンシュクを買うワタクシｗ

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日11:22
３０分遅れでジャストミートな到着。(≧ω≦)b

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日15:55
プチ厄日決定。(∋_∈)
まぁ深刻に嘆くほどでなく、

帰りに「自分にご褒美」で、

甘いものくらい買ってやれっ！

程度のグチですがｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日16:02
「違う事件で同じ人」

「猫、とんでもない伏魔殿ですね」

札幌の小学校は今日が始業式とな。(@_@;)
とんでも吹雪…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501201607082794/

美味い。o(^-^)o
2015年1月20日 グルメ コメント (2)
和む〜…o(^-^)o
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日16:14
セイコーマートのパンは二度と買わない。という結論に到達。

(^_^;)

コストパフォーマンスが違いすぎるわ…┐(’〜`；)┌

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


（１月21日）　遅刻の危機！(・_・;) 　究極の忍耐力と平常心に加え、不撓不屈の和顔
施が要求される…ヽ（・＿・；）ノ

http://85358.diarynote.jp/201501210902228309/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月21日9:53
しまった。歩くべきだった…
(‾○‾;)
昨夜「除雪」は頑張ってたので油断してたのだが、「排雪」が間に合ってなくて、道路が大渋滞

…
(・ω・;)(;・ω・)

遅刻の危機！(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月21日10:19
仏門の若い修行僧の人は真冬の雪国の路線バスの運転手を体験してみるべきだと思う。是非。

(^_^;)

究極の忍耐力と平常心に加え、不撓不屈の和顔施が要求される…ヽ（・＿・；）ノ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501211041355710/

不撓不屈の和顔施。

2015年1月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
（前項コメント熱烈参照。）

いつも３０分早いバスに乗る努力を続けてきたおかげで、

３０分遅れで着いても、
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ぎりぎりのジャストミート、

セーフ♪

(^o^)／
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月21日14:49
除雪と排雪の業者の皆さんと、バスや電車の運転や保守に関わる全ての皆さん！

(^o^)／

本当にいつも不断のご尽力を、ありがとうございます！

皆さんがいてくれなければ、

快適サッポロ生活は回りません！

いつも感心してるが、ＪＲバスの人材豊富なこと。実にクオリティが高い！

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


（１月21日）　さあ思い出せ、もう一度…自分自身が《歌いながら大地を歩く》であ
ることを…♪

http://85358.diarynote.jp/201501211452564338/

コストパフォーマンス良し。

2015年1月21日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (3)
でかくて旨くて

２０５円だっけ？

売り切れが多いのが難点かな…
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月21日15:10
ついにキューバでＭ４。

セルビアでもＭ４.４。(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月21日21:45
夜中の高速ヘリ。(・_・;)

かなりの高度を、

札幌の北西から南南東へ。

…何があった？
医療ヘリ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月21日21:46
地上の通行車両も、変に多い。
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501212317279084/

さらふりむん。

2015年1月21日 ★戦争反対★
 
朝のhttp://85358.diarynote.jp/201501210833113906/
続き。（＾＾；）

ちゃんとタイトルを調べてから、

しつこく一般検索で調べてみたら…

一発ヒット！

http://okmusic.jp/#!/i/collections/162842

…でもこれ、イントロしか聴けないのね…☆

歌詞：http://www.susi.ru/kina/pesni/k8j.html
http://diarynote.jp/items/music-jp/B000064TOF/

じゃ、おやすみなさい…♪
https://www.youtube.com/watch?v=B5xOv7wDWqo

さあ思い出せ、もう一度…

自分自身が《歌いながら大地を歩く》であることを…♪
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

イキナリ廃止とな？(-_-#)

またバイトの案内業務の煩雑さが阿鼻叫喚になるうえに、

そもそも配達バイター達の転職はどうなる…(`ヘ´)
 
　



（１月23日）　今日はお休み。体調やや不良。気力皆無。(∋_∈)　昨日「また」源泉
で軽い脳梗塞？発症だったのか？入浴中から左手の一部が痺れて感覚麻痺と機能不全感
がまだあります。

http://85358.diarynote.jp/201501230619409588/
徳島県、０.１μ超え。

2015年1月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

徳島が、だよ？吉野川だよ？

川と水を護れと立ち上がった、

日本の市民運動の聖地だよ？

μ、涜島と化しつつある…
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日9:05
ワヤナヤ08時58分。
札幌はプラマイ０℃？と気温は高めの無風ですが大粒の大雪。
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昨日「また」源泉で軽い脳梗塞？発症だったのか？入浴中から左手の一部が痺れて感覚麻痺と機

能不全感がまだあります。

今日はお休み。体調やや不良。気力皆無。(∋_∈)

イスラム圏であるスーダン音楽かけて、「午前中寝て曜日」に決定。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日9:10
あ、体調不良と頭痛の原因は。

(-.-;)

こんだ右下のオヤシラズが歯茎を食い破ってる最中で、鈍痛と肩凝りがあるんですよ。

(∋_∈)

…いったい全部で何本？生えるんだオヤシラズ。(・_・;)

私、５０歳。なんですけど…？
ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日13:58
どおりで頭が動かないと思ったら、バヌアツでＭ７。

フクイチ風はマラッカ遠征中。

「後藤さん、お母さんあっての後藤さんだな」

…この死魔苦荷の中にも自ら燦然と光輝く魂たちはある。

がんばれ、ＰＢ！

けして諦めるな、平和と共存の未来を！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年1月23日22:21

cmk2wlさんがリツイート  
よだれくま @yodarekuma 
· 14時間 14時間前 
個人的には居酒屋と寿司屋の後急患駆け込むの方が多いと感じてますRT@cmk2wl: ラーメン店で
食中毒多発の謎 
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/672.html …
ラーメン店がクローズアップされているだけかも。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:29

cmk2wl @cmk2wl 
· 1月22日 
日の出町の処分場の焼却灰が、長野方面に飛散しているというデータがある。

風の方向を見極めるのは大切。

 

http://85358.diarynote.jp/
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（１月24日）　（個人的バイト中不快感による罵詈雑言発作は後で秘密日記にでも書
きますわッ！）たかだか時給８５０円のバイトでいちいちムキになってる私も悪い。（
てか、未熟？）

http://85358.diarynote.jp/201501232237034298/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日23:43
桜島が大噴火なう。

噴煙4000ｍ？
冷夏が来る！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日23:46
メキシコは噴火と群発地震…
(・ω・;)(;・ω・)

中米危うし！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日5:48
石狩、津軽、釧路で連発。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日8:06
「どうか人質の二人が助かりますように！」

…ツイッタ、ウカヤケさん。

今日は歩き通勤にします。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日9:07
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何かが凄い変だ。

ものすごい違和感と睡魔。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日10:17
札幌の天気は最上級。

線量低くて空気が美味い♪

o(^-^)o

…のに、なんだこの違和感と焦燥感は…？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501241503134917/

終わりナゴヤは黒で陥っ！(｀ε´)
2015年1月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

個人的見解。

ニャゴヤの欲ボケ迷惑亡者どもは全て滅びて良し！

(｀ε´)Ｏ

（以下自称非暴力平和主義者としては世間を憚る個人的バイト中不快感による罵詈雑言発作は後
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で秘密日記にでも書きますわッ！）

ついでにＤＩＥ逆も狂トも

滅びてしまえ…っ(*｀θ´*)

とか【罵禍】亡者ディメンタ客どもに内心で毒づいてたら、

琵琶湖真下と

京都市街地直下で

連続発震…

(ΘoΘ;)

どうすんのコレ！

ヽ（・＿・；）ノ

 
ひみつ日記

ばかなんか嫌いだ〜っ

        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:05
空気が変に苛電してる。

札幌イキナリ吹雪。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:11
いや、たかだか時給８５０円のバイトでいちいちムキになってる私も悪い。（てか、未熟？）

(-.-;)

全部スルーだスルー！(-"-;)
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どうせナゴヤのコガネモチなんか、フクイチ魚を三重県産と騙されて喰っててすぐに死んじゃう

んだからっ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:14
変だよ？

何かがものすごく変だ。

(・_・;)

なめくじナマズ？

振り落とされるな！

…光車よ…

…回れ！…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:20
「危険を知らせれば助かる命がある。」

ごめん。

どうなるか知ってるけど、

もう放置。

道テレビ天気予報のスポンサーが葬科学だった…中たらないわけだ。(-_-#)

茉世。
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（１月24日）　思考回路が完全に停止していて土日のこの時間にはバスが無いのを忘
れていて、札幌駅で１時間待ちの遭難中。(-.-;)

http://85358.diarynote.jp/201501241533215575/

これはどうもやばいかも。

2015年1月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
　

前項お見苦しい書き乱し参照。

どうも2011/03/11の
直前の苛々感

http://85358.diarynote.jp/?day=20110310

に似てますよ…
凄く。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 18時間 18時間前 
14時34分：震源地・滋賀県（琵琶湖の湖底）
北緯35.2度、東経136.0度（横ずれの地震）
震源の深さ約10km、地震の規模：マグニチュード3.3：震度2 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
（14時34分：震源：滋賀県：琵琶湖の湖底・震度２）
その後、わりと近い所で（19時20分：震源：京都府南部・震度2）の地震。この琵琶湖
、京都、滋賀付近は、断層が入り乱れてる地域なので、若干、心配ですよね。微弱な

揺れも検知してます 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
琵琶湖、京都、滋賀、大阪。

この付近は断層が複雑。大きな断層だと、よく知られている「中央構造線断層」があ

るので、直下型地震には注意した方が良い地域。日頃の地震の備えが必要な地域だと

http://85358.diarynote.jp/201501241533215575/
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思いますね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/558976067038244864/photo/1

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:41
ネズミ車の中で必死に駆けて

出口を探している状態。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日20:52
これはホントにマジやばつい。

(・_・;)
老朽原発のあるルーマニアでＭ４。

滋賀〜京都〜大阪ラインで半日で３連発。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日20:55
思考回路が完全に停止していて土日のこの時間にはバスが無いのを忘れていて、札幌駅で１時間

待ちの遭難中。(-.-;)
どうもやばいかも。

やばいかも。やばいかも…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日21:10
「海猿 は 暴力団の代名詞」
「放射能による脳障害」

愛知と岐阜は全国平均から見てもかなり急激に脳ベクレ悪化が進行しているらしい。
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昨日今日の地震圧力感知による深層心理的パニックでなければ間違いなく、このところの異常高

線量の降雪融水で飲食入浴被曝をしているせいである…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日21:11
でも今は私の精神状態のほうがまずい。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日23:03
京都＋大阪、もう一発。

やばいのは私じゃない。私だけは完全に安全圏にいる。

極大量の人たちが、

今更ながら自分の被曝が手遅れの逃げ遅れで、

あともう死ぬしかないんじゃないかと、

気づいてパニクッてる、

動揺と混乱の遠隔エンパス。

（で、罵禍すぎて苛立ってる）

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日5:49
ニッポン鬼は罵禍だ。

タマシイの底から腐ってる。
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（１月25日）　イライラする原因ってバイト業務中のヤリガイ無さすぎなばかばかし
さと「でぃめんた客に気を吸い取られる」ぐらいで、普段なら帰宅してまで持って帰る
ようなシロモノじゃないもん。

http://85358.diarynote.jp/201501250848534085/

Música para lograr PAZ MENTAL。
2015年1月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

あらためまして、おはようございます。

０８：３９です。

【超絶苛々】継続中。

これ「私の」感情じゃないです。イライラする原因ってバイト業務中のヤリガイ無さすぎなばか

ばかしさと「でぃめんた客に気を吸い取られる」ぐらいで、普段なら帰宅してまで持って帰るよ

うなシロモノじゃないもん。

私が「更年期障害だ」とかいう可能性はありますが。

しかし。ヨワイ５０歳にして、元気に「月経大出血サービス中」なので、これも定例パターンか

らは考えにくい…（＾＾；）…。

で、とりあえず朝のＣＤはポール・マッカートニーで、

ＰＣ起こして「ＰＡＺ」（平和）で検索して、
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カミサマ（仏様？）から拝領した一曲目がこれです。

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

うぅむ。（－－；）「内面の平和」ね。

まず、いま、必要なのは…。…（－－；）…

バイトは中番。

天気予報は晴れですが降雪中。

バス通勤・徒歩帰宅の予定…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10 時間 10 時間前 
まぁあれだよね

地震や火山、異常気象などの地球の異変、世界で起こってる戦争にしても、行き着く

ところまで行かないと、気がつかないというのはしかたないと、最近、つくづく思う

。これは決して「悲観」からの感情ではなく、人類という、そのものの「変わりめ」

と思う。その時代に、たまたま生きてる

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日8:49
０４９６８９６．

なんか数字からして「落ち着かない」

…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=JxfuQQzKXec
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（１月25日）　緊張と不安と苛々を無理やり抑え込んでいるせいで過負荷になり注意
力散漫。

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

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

曲

https://www.youtube.com/watch?v=FDg38OhjfdI

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

を知ったし、今回も、動ける限りの人たちは最善を尽くしてくれていると信じる。

悲劇は起こりうる。

でも、悲観はしない。

人類には、叡智の半面だって、あるんだ。

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

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

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

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

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

だね。考えられない。

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年1月25日9:42
緊張と不安と苛々を無理やり抑え込んでいるせいで過負荷になり注意力散漫。だけでなくプチ厄

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:43
バス６分遅れ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:48
原典回帰！

とうぶん般若真経！(^人^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

ツイッタ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日10:41
般若 心 経 …σ(^◇^;)。。。

いやマジ我が【心】の芯を

見失ってたんだねｗ

┐(’〜`；)┌

大丈夫！まだ歌える！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

ツイッタ。

マダムぽわんフリーが実話デスイーターだったりという恐怖体験。
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（；‾Д‾）

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

…

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

トを拡大再生産する迷惑罵禍どもである。

まず滅ぶべきなのは、欺民盗と葬科学狂団じゃないのか。

おまえらが私の友人の友人を、恩人の弟子を、仲間の仲間を、そして私自身を。

事実無根に誹謗し、殺すのだ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

彼らが奔走してなおかつ救出できなかったなら、それはそれでもはや仕方ない。

殺されても、

彼らがけして「イスラム」を

憎まないことを知ってる。

私は常に弱者とともに立つ。

つまり、ＧＡＺＡと共に在る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日15:12
恥を知れ。日本人。

せめて、我が身を恥じ、行いを自省することを知ってくれ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

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

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

おはようございます。

０９：１３。札幌はぼんやり昏い曇り。

バイトは遅番。バス通勤の予定。

まだここに住んでるヤツは　↑

正気じゃねーよ！

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

でもだめだ。ヒト（他者）の出現を待っているだけじゃ。

誰よりもまず自分自身が光りを放つ、光輝の人になるための努力をしなきゃ…

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

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

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

何度でも言うぜ。持てる全ての力を使って戦争

を避けるのが政治家の責務。

2015年1月26日 ★戦争反対★ コメント (11)
　

昨日はりあるマダムぽわんフリーのココロナシ絶望的発言で魂が冷え切った。

（－－；）

暖まろう！まともな人間だって、ちゃんといる！

ユリイカ(色々、何とかしたい)さんがリツイート 

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

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

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

最も罪がなく、弱い立場の人々なのだから。

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

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

事なツイートが多過ぎて驚かされる。

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

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

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

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

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日9:51
さて。バイトに逝ってきます。（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日10:33
やっぱこのタイミングで

「人質」情報雪崩って、

フランスの「テロ」自作自演がばれそうになって

メクラマシにツカワレタという話？

…人間の命を何だと思ってるんだ…(`ヘ´)…いや、

…同じ人間と、思っていないのか…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日10:38

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00285069.html
http://85358.diarynote.jp/
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千葉、揺れすぎ。(・_・;)

今頃セケンと一緒になって自分が正義のミカタ気取りで、

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

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

うん。

因果応報。自業は自得。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

通りすがり

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

を支払った国の人間は何度も狙います。この件についてはどうお考えでしょうか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日11:41
急激病的睡魔。

なんか来る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日15:53

「目的は金じゃない」と、

相手は最初から言っています。

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

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

http://85358.diarynote.jp/
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相手は世界に名だたる交渉術のプロ中のプロ、口八丁手八丁のアラブ商人をバックにつけてんで

すから。

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

っただけ。

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

でもしてくるが良いわ。

(`ヘ´)

イスラム教は基本的に「無駄な殺し」はしないの！

「剣かコーランか」脅して生かすのが、世界の「普通の国」の交渉術なの！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:02
よりによってニホン性腐が、

反政府的政治姿勢を明確にしている自国内「非国民」に、

２００億円なんて出すわけないのは、

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

値切り倒して泣き落として、

一人２０００万も取れれば相手は満足したと思うよ？

で、なきゃ、今になって後藤さんの人質交換なんて、言い出すはずがあるかい？

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

後藤さんに同情してるくらいだと思うぜ…？

（せめて和訳のコーランくらいは読んでからイスラム教の悪口を言え！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:21
地震が３時間止まってる。

激眠い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日14:13
〜０４９　６９６８．

＞０４９　７０６９．

　（＾＾）ｇ
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（１月26日）　札幌０.０２１μ。明日はお休み。歩いて帰りま〜す…♪

http://85358.diarynote.jp/201501262121063832/

札幌０.０２１μ。

2015年1月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (10)

このさい余のことはさし赦してつかわす。

(‾ー+‾)ニヤリ

（ちょ〜勝ち誇り！上から目線なう。ｗｗｗ）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日22:02
「千葉 くすぶってる」
「茨城で燃やしてるでしょう

http://85358.diarynote.jp/201501262121063832/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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「茨城で燃やしてるでしょう

ウランですよ」

「さすがに異様に感じた」

ツイッタ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日22:15
「玄海原発から わずか12km」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日22:42
汚染が少なめの、

気温がプラス３℃と

むしろ雪祭が心配な札幌で、

半田屋のカレー蕎麦に

新作？のカレーポテトを

ぶっ込んで食べたら旨かった♪

o(^-^)o

明日はお休み。

歩いて帰りま〜す…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日22:44
「全世界が測定結果を踏まえて輸入禁止にしている日本の食品」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日22:47
「５両目が霊柩車」ツイッタ。

相変わらずかっ飛ばしてる

栗八姉御ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年1月26日23:33
面妖な強風。

なんかあったもよう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日0:40
岡山、広島、山口、愛媛、

０.１μ超え。

長崎、スパイク。殺人線量。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日0:50
「北海道 爆弾低気圧」
「アメリカ 史上最大の暴風雪」
私は明日（てかもう今日）、

バイト休み。(‾ー+‾)ニヤリ

おやすみなさい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日8:20
三重県、０.１μ超え。瀬戸内にイルカとクジラの大群。

フクイチ線量グラフ切断。

何かぶっ飛んだもよう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日10:35
全国的な線量上昇波は、長崎で噴いたやつが到達したもよう。

で？

どこの火山が噴いてて、

どこの原発を再稼働するって？
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（１月27日）　１４：１４．（＾＾；）　こんぬつわ〜☆

http://85358.diarynote.jp/201501271424562865/

案ずるよりサンバを踊るほうが遥かに易し♪

2015年1月27日 学校・勉強
　

おはようでも

おそようでも

すでになくて

１４：１４．（＾＾；）

こんぬつわ〜☆

起き抜け（＾＾；）に、

カミサマからプレゼントしてもらった？

この一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w
なかなか好みです。

サッカー、というキーワードは、

欧州発祥のスポーツでありながら、

現在すでに政治経済思想的に【反欧米】的立場の地域や人たちからも広く愛されていて、

かつ、

あくまでも殺戮や暴力を含まないフェアプレーが求められつつ

「全力を尽くして闘う」ことのできる本能全開の場でもあり、

また、最貧層からでも「努力と根性でのし上がれる」中南米ドリームの実現の場でもあります…

てなことで、行くぞブラジル！

（で、この漫画が貼ってあるという…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=kk4uddaHdDE

http://85358.diarynote.jp/201501271424562865/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=206
http://diarynote.jp/items/books-jp/4088512812/
https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w
https://www.youtube.com/watch?v=kk4uddaHdDE


うん。音楽性は世界最高峰的に私の好みだし♪

踊りまくりの文化圏だし♪

言葉ぐらいは、行って生活しちゃえば、

なんとかなるなるｗ

おっとアルゼンチンだったｗ

https://www.youtube.com/watch?v=KbXFL6i9aws&index=55&list=PLC0A6F2B5A9E6A80D
すてきな衣装♪

この旗がいいよ、最高♪

https://www.youtube.com/watch?v=TGtWWb9emYI

恥ずかしい「血の丸」なんか拝まされるより、ずっとイイ♪

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501271645493076/
ＡＯＲＡ！「目覚めてるんでしょう？　動かないのですか？ 」
2015年1月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=kV33oNQRDHg
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Lightworker @Lightworker19 · 7月30日 
【拡散】cmk2wl 北海道で何があった？　
空間線量。 http://pic.twitter.com/ucpZIwdlaW

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8月5日 
0.29µ㏜/h？2013年7月16日（岩見沢10:30〜16:30）@Lightworker19 cmk2wl
北海道で何があった？　空間線量。

http://pic.twitter.com/HaLSVNDeN5

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8月5日 
これも証拠として残しておく。

2013年10月12日 #北海道 泊村 9:00〜15:00
急激な放射線量の上昇あり。

https://twitter.com/cmk2wl/status/388937122821849088/photo/1

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

タニ　センゾー @Tanisennzo · 8月9日 
2011年3月15日、小中学校、普通に授業をしていた。　言葉がない。
http://www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html …
https://twitter.com/Tanisennzo/status/498228710776918017/photo/1

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

ポータルサイト 9 @Urutormnda · 2時間2時間前 
ひっそりと人類滅亡のカウントダウン始まっちゃってる

 
ひみつ日記

http://pic.twitter.com/ucpZIwdlaW
http://pic.twitter.com/HaLSVNDeN5
https://twitter.com/cmk2wl/status/388937122821849088/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=t9CpKVTYJw0
http://www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html
https://twitter.com/Tanisennzo/status/498228710776918017/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=gfuykoLwzII


あ、あとまた南極か貼るから☆（＾＾；）

（作業中に誤送信しちった★）

とりあえず貼ったｗ



（１月27日）　私より出来てない人も私より恥をかきそうな人も周りにいるんだけど
、私はなんであんなにボロクソ言われたんだ。

http://85358.diarynote.jp/201501271749127137/

わたしは「国際多民族融和社会ブラジルに」

出たら、…きっと、やっていけるよ…ｗ
2015年1月27日 家族・子育て
 
ＢＧＭ： https://www.youtube.com/watch?v=Iy5P9bEkP54

mi. @abc_mi7 · 18時間18時間前 
今日保健室の先生にバイトと学校両立出来てない、お前は社会に出たら恥をかくこと

を覚悟しろ、って言われたんだけど、私より両立出来てない人も私より社会に出たら

恥をかきそうな人も周りにいるんだけど、私はなんであんなにボロクソ言われたんだ

ぴよ＠ksk @kskpiyo · 8月27日 
"社会に出たことの無い子供に「お前は社会に出たらやってけない」と呪いをかけて主
導権握る人とその被害者、意外と多い。"
http://tmblr.co/Z6SAXr1PK0UBZ

涅槃 @xrayspex7 · 2月2日 
「お前は普通じゃない」「お前は社会に出たらやっていけない」「俺が怒る理由はお

前が常識で判断しろ」という理屈で虐待を受けていたんだけど、先のRTにもある通り
、子どもの世界はほぼ自宅か学校しかなく「普通」の概念を真っ当な大人から教わる

機会が少ない為、簡単に加虐親に騙されてしまう。

アイザック @Isaacsaso · 2014年1月18日 
「当たり前の事が、当たり前に出来ないお前は、当たり前の人間ではない」

「当たり前でないお前は社会に出たらやっていけない」

こういう呪いを使って子供を支配する親は当たり前か

この呪いに支配されたままの大人も多いように僕には見える

如何に

繁田匠平(Shohei Shigeta) @S_shig4 · 2013年12月1日 

http://85358.diarynote.jp/201501271749127137/
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多くの先生は文字通り「ただ先に生きているだけ」

先生からよく怒られる度に「お前は社会に出たらやっていけねえぞ」と言われたが、

大学を卒業して、一般企業で働かず、また中学校に戻った人に「社会」を説明される

のは納得できなかった。

だってお前の社会は教室と職員室だけじゃん？

神島 零@ガチ受験モード@中井缶 @SolitudeRebel · 4月18日 
「お前は社会に出たら絶対に痛い目見るぞ」だってさ。

んなもん当たり前だろ。最初から上手く行く奴なんかそうそういねえよ。

それも覚悟の上で誰しもがこの息苦しい世の中に裸のまま放り出されてんだろ？

今さら言われなくたってガキでも分かるぞ。 

さねぴー@意識低い系会社員 @sane_doyayan · 2013年7月31日 
なんとか就活を乗り切ることができたのは、「お前は社会不適合者だ」とか「お前は

社会に出たら通用しない」とか「就活で苦労するぞ」と私のことを罵倒した奴らを見

返してやりたかったから、ってのもあると思う。

言われた言われた。（－－＃）

挙句に

「世間の迷惑にしかならないお前のようなヤツを生かしておいたら、

お前のためにならんから俺が殺してやる」とか言われて、

泥酔実父に包丁や火のついたフライパン持って狭ッまい台所でボロい（父の泥酔暴力で足が取れ

てぐらついている）食卓かこんで、決死で瀕死の命懸けな、もう嘲うっきゃない悲惨な悲喜劇

のドードー競争したわ…ｗ

社会に、出たよ。父母？

囲い込まれて虐待死や自殺に追い込まれるくらいなら、橋の下でカラダを売ってでも自力で生き

延びてやる！と…

それなりに悲壮な覚悟で、２１歳で家出して。

５０歳だけど、まだ、生きてるよ…？



（「ちゃんと」やってけてる、とは、自分でも、思わないけど…ｗ）

こぎんちゅぬ唄 @Mangostin05 · 2013年10月10日 
がんちゃん語録

中学三年 お前は高校入ったら絶対彼女できるけん大丈夫やて！
高校三年 お前は大学入ったら絶対彼女できるけん大丈夫やて！
今年の夏 お前は社会に出たら絶対彼女できるけん大丈夫やて！

とみなが りょうこ @coserju · 2012年10月1日 
高校生のころに遅刻魔で、教師から「お前は社会に出たらすぐ遅刻でダメになるに違

いない」と何度も言われて、「くっそー」と思っていましたので、高校卒業後遅刻し

たことありません。反骨精神なのです。！！

miwa @masataka_rock · 2011年7月27日 
高校の宮川教諭にお前は社会に出たらやってけるよと言われたがそんな事はございま

せんでした。出る社会を間違えたかと思ってもみたがそんなわけない

そんな社会のほうが間違っている…ッ！ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=0zzO4qcQMQQ

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

アンコールｗ

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

https://www.youtube.com/watch?v=0zzO4qcQMQQ
https://www.youtube.com/watch?v=SsEaFfNKKks
https://www.youtube.com/watch?v=PynsLIgqxhs


（１月27日）　一日12時間の6日労働で、すき家店員とか「戦時徴用以下」である。

http://85358.diarynote.jp/201501271820298065/

拷問なんて絶対やだー！／一日12時間の6日労働
、すき家店員とか「戦時徴用以下」。

2015年1月27日 労働／対価　
　

（携帯のメモ整理の続きね…）

しんしてい @Ki_46ozzie · 8月10日 
『映像の世紀』をCSでやってたので録画し久しぶりに見返してるんだが、明治30年代
にカナダ人新聞記者が急速に近代化した日本に驚き、手記に「僅か30年前まで若い
侍だった夫は、15ペンスの賃金のために一日十時間も働いている」とか書いてて、ｱｯﾊ
ｲ十時間も、ですね…という顔してる。

ちとりとな @chitoritona · 8月11日 
そうか現代は国民皆ワーカホリック？“@Ki_46ozzie: いっぽう、こちらは戦中に米軍通
信隊が作成した「汝の敵　日本を知れ」という教育ビデオだが、一日12時間の6日労
働で、明らかにすき家店員とかは「戦時徴用以下」であるのが判る。 
http://pic.twitter.com/rVZJqIkCpP”

メディアが国を滅ぼすさんがリツイート 
安藤昌益〔反自民！安倍独裁政権打倒！〕 @a14122528 
· 1月19日 
"@kakusanbuchoo: “残業させホーダイ”の日本。
法律の上限に大穴が空いてるからッス。

このうえ「残業代ゼロ」を導入したら…。
“ただ働きさせホーダイ”の国になることは必然ッス。 "
https://twitter.com/kakusanbuchoo/status/556975932158668800/photo/1

Yuzo @makoyuzo · 12月29日 
#拡散希望

http://85358.diarynote.jp/201501271820298065/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=5
http://pic.twitter.com/rVZJqIkCpP
https://twitter.com/kakusanbuchoo/status/556975932158668800/photo/1


安倍政権が権力で事実を曲げ、子供達に誤った事を教え込もうとするなら、我々は口

々に事実を伝えよう！

“@boruchiyan: えっ!!小学六年生の社会科の憲法が8条から10条に飛んでいる。
何故9条は抜けているの??? ” 

asato @astoknw · 10月4日 
議論されている事を教えるならまだしも、「有る」事を教えない内容になってるなら

怖い。洗脳教育の過去のある国だし…。 @boruchiyan:えっ!!小学六年生の社会科の憲法
が8条から10条に飛んでいる。何故9条は抜けているの???

https://www.youtube.com/watch?v=LYIjZS9rM9E

メディアが国を滅ぼす @boruchiyan 
· 1月18日 
世界に逆行…サザン桑田も爆問も謝罪するこの国の息苦しさ 　日刊ゲンダイ
世界中が言論の自由のために結束しているのに、この国だけが逆行し

ている。そう思わ ざるを得なかったのが、サザンオールスターズの
桑田佳祐と爆笑問題の謝罪である。

メディアが国を滅ぼすさんがリツイート 
埒不埒 @hurati · 1月15日 
読売は嘘っぱち。朝日もまるで社会保障が圧迫しているような嘘。実は防衛費が過去

最大。毎日も及び腰。東京と赤旗だけ。まともな見出し @miyamototooru 今朝の一面
見出し・・各紙が安倍政権の顔がどちらに向いていると見ているのか・・

https://twitter.com/miyamototooru/status/555471413830639616/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=jWa6c-anA1E

アソパソマソ @miya_star_ken · 12月14日 
ときどき拷問するよ。 
https://twitter.com/miya_star_ken/status/544278345681104897/photo/1

gattidormentijp @gattidormentijp · 2013年7月12日 

https://www.youtube.com/watch?v=LYIjZS9rM9E
https://twitter.com/miyamototooru/status/555471413830639616/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=jWa6c-anA1E
https://twitter.com/miya_star_ken/status/544278345681104897/photo/1


殴られすぎて腫れ時々どもり、ところにより一時拷問、急な飴にガサをお忘れな

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

http://fb.me/1dBe3oode


（１月27日）　肥満が激増している理由は「被曝による中枢神経系の損傷」。

http://85358.diarynote.jp/201501271937014377/

♪　さよなら人類　♪　肥満が激増している理

由は「被曝による中枢神経系の損傷」。

2015年1月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=hw7oAFoddiE

War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
いまだに食べて応援とか言ってる人には、安部首相から福島県・佐藤知事に出された

出荷停止品目を見せてあげてください。

http://ln.is/www.kantei.go.jp/sai/m4LC …

こうちあきお @akiokohchi · 2013年8月4日 
報道されていないが、つい先日の7/30に、政府から福島県に、膨大な数の出荷停止品
目の通達がなされていた。

汚染はまだ続いており、除染だ、風評被害どうのではなく、抜本的に対応していかな

いと。

http://fb.me/HeOaQBdp

山の作曲家 近藤浩平 @KondoKohei · 2012年12月7日 
西日本の人はほとんど認識していないようだが、こないだ福島に行って地方紙を見て

、農作物の検査結果や出荷停止品目などがたくさん並んでいる紙面に、まだまだ続く

永続的被害の大きさを感じた。

山崎光明 @noppo0110 · 2012年11月20日 
ちょっと時間が経ちましたがあまり話題にならないのであらためて。まず目を通そう

。これ、いつからどういうふうに準備したんだろう。 RT @bcxxx 官邸から福島県知事
へ指示された、出荷停止品目一覧。

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20121115siji_fukusima.pdf … 
むご過ぎる。これが原発だよ。

http://85358.diarynote.jp/201501271937014377/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=hw7oAFoddiE
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https://www.youtube.com/watch?v=cA0b10hha8A

北濱幹也 @kitahamamikiya · 1月26日 
【風評じゃないよ】

■全世界が測定結果を踏まえて輸入禁止にしている日本の食品

この図はほんの一部分です

詳細はこのサイトで→

http://kingo999.web.fc2.com/PDF/kensa.pdf 
≪特定秘密保護法で見られなくなる前に保存して下さいませ≫ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/559511184294952960/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 10月23日 
ＥＵが日本の農作物輸入禁止を東日本から日本全土に拡大

http://amba.to/GDzuWW

https://www.youtube.com/watch?v=w-SBB6acvag

史上最悪観測士™ @SAIAKU50 · 3分3分前 
（被曝性中枢神経損傷型肥満症）

"@hanayuu:低気温のエクスタシーbyはなゆー: 【英文記事】福島県で肥満が激増して
いる理由は「被曝による中枢神経系の損傷」

http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/01/blog-post_708.html?spref=tw …"

https://www.youtube.com/watch?v=SrUAA0docAo

安藤昌益〔反自民！安倍独裁政権打倒！〕 @a14122528 · 11月10日 
"@garekino: 薩摩川内原発 
フクシマであれだけの惨状。そして薩摩川内原発はヤバイ。風向きで死の灰（放射能

）がこんな感じ "
https://twitter.com/tomomut/status/530380627900514304/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=cA0b10hha8A
http://kingo999.web.fc2.com/PDF/kensa.pdf
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/559511184294952960/photo/1
http://amba.to/GDzuWW
https://www.youtube.com/watch?v=w-SBB6acvag
http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/01/blog-post_708.html?spref=tw
https://www.youtube.com/watch?v=SrUAA0docAo
https://twitter.com/tomomut/status/530380627900514304/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=HKYPI4qxl8Q&list=PL5F816AF0F15D84BA&index=39

https://www.youtube.com/watch?v=HKYPI4qxl8Q&list=PL5F816AF0F15D84BA&index=39


（１月28日）　バイトに逝ってきます…　（今日は中番。バス通＋徒歩帰宅の予定…
）

http://85358.diarynote.jp/201501280618097956/

一括大量死「多死の時代」が始まっている。

2015年1月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

おはようございます。

06時14分。
とりあえず前項参照願います。

ドカンと来ないで、じわじわっと絶滅中のようです…

「ブラジルで１８kmにおよぶ魚の死骸」が一番
精神的にコタエタ。(・_・;)

…南米に行ったら、いっぱいサカナが食べたいと思ってたのに…
(ToT)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日6:18
とりあえずもっかい寝ます。

(T_T)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501280836055908/
 
http://diarynote.jp/items/books-jp/4403614019/
Replica Master (レプリカ・マスター) (Wings comics)
コミック 新書館 発売:1996/04/01 530円

cmk2wl @cmk2wl 
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· 8時間 8時間前 
2014年12月20日　カナダ ブリディッシュコロンビア
ほぼ 250,000の鶏や七面鳥が死んでいる。鳥インフルエンザで安楽死。
カナダはやばい。

https://twitter.com/search?
f=realtime&q=from%3Acmk2wl%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80&src=typd
…

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
これも大西洋だけど、マサチューセッツ州ケープコッドにウミガメ1200頭が漂着。
大半は絶滅危惧種のリドリーウミガメ（ヒメウミガメ）2014年12月20日 
https://twitter.com/cmk2wl/status/560097084842328066/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
2014年12月27日 
大西洋側だけど、サウスカロライナ州 フリップアイランドで100,000匹のヒトデが座礁
。

https://twitter.com/cmk2wl/status/560090231341215744/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
【重要】2015年1月7日 カナダ ブリディッシュコロンビア州
アメリカウミスズメ100,000羽以上が、太平洋岸に沿って死んでいる。
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cassin-auklets-found-washed-up-near-
tofino-1.2891409 … 
http://pic.twitter.com/EQlR0HiBz0

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
2015年1月14日 メキシコ
サンフェリペで 554羽の海鳥の死。
バハカリフォルニアの港では死んだ 4頭のアザラシ。
「水温の変化で魚が深く潜って鳥がキャッチできなくなったから」と。正気じゃない

。

https://twitter.com/cmk2wl/status/560073319337050112/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=from%3Acmk2wl%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80&src=typd
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· 10時間 10時間前 
15/01/2015 ブラジル
サンパウロのロングアイランドビーチに 18キロに及ぶ魚の死骸。 
コルビナ、メルルーサ、メカジキ、さらにはサメの仔まで。

底引き網漁のせいにされている。 
http://pic.twitter.com/8RP9zw9Bjs

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
2015年1月 インド チェンナイ　ヒメウミガメ 314頭がビーチで死ぬ。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
2015年1月20日
台湾 屏東県で鳥インフルエンザ。220,000羽を殺処分。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
2015年1月22日
オーストラリア ブリスベンでは クラゲの大量死。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
鳥インフルエンザで 40000羽の七面鳥。1/24
その前は 100000羽が殺処分。1/17
イスラエルニュース

これでも聴く？

https://www.youtube.com/watch?v=93mRKV-b0_k
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501280848597681/

SEKAI NO OWARI 〜それでも、明日、物語の樹
の種を、宇宙にまで蒔き散らそう…
2015年1月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

http://pic.twitter.com/8RP9zw9Bjs
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もうヤケｗ　（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=Mi9uNu35Gmk
（あ、ゲームはプレイしたことないですｗ）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
「全電源喪失は起こらない」と答弁していた当時の安倍総理大臣。

http://matome.naver.jp/odai/2139169016828098101 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
こないだの、この国会答弁の後、阿蘇山が噴火。

そして同じ人が、3.11巨大地震が起こる前に「原発において、全電源がトラブルなんて
ない」と国会で答弁したが、結局、3.11の津波で電源がなくなり、冷却不能になり原発
４基が爆発しました。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/560064376518897665/photo/1

YosihumiKaneyasu @yamagutiube1955 · 1月24日 
八日待ちなのか青山葬儀場はRT@hanayuu: @onodekita 声優で大塚周夫さんは虚血性
心不全での「突然死」だった

http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20150124-1425547.html …

あきしろ はるや @yoyo4blank · 1月23日 
最近ニュースでもそういう特集見た気がするけど、想像していた以上に葬儀場の空き

待ち期間が凄くて。

冬場とはいえ式まで２週近く、霊安室すら空きが無い状態が１週近くとかほんとびっ

くりするでよ…

小林富久壽 @fukuju_k · 1月14日 
死亡者数が激増！都内の葬儀場は何処も予約待ち状態に！放射能被曝による突然死が

急増している模様！ - 真実を探すブログ http://fb.me/7glAmZGll

http://diarynote.jp/items/books-jp/4420170514/
https://www.youtube.com/watch?v=Mi9uNu35Gmk
http://matome.naver.jp/odai/2139169016828098101
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/560064376518897665/photo/1
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20150124-1425547.html
http://fb.me/7glAmZGll


https://www.youtube.com/watch?v=od8CNHDkIJA

しまった、記事と音楽と本、逆の組み合わせにするべきだったな…ｗ

バイトに逝ってきます…
（今日は中番。バス通＋徒歩帰宅の予定…）
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日9:40
今更ながら再度言っておくけど関東の実汚染値はグラフの公表数値の「倍がけ」以上だからね？

https://www.youtube.com/watch?v=od8CNHDkIJA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（１月28日）　のど飴が買えないのが最近の悩み。主な産地が東京・愛知・岐阜で水
質汚染が甲状腺障害レベル。

http://85358.diarynote.jp/201501280854068955/

それでは、皆さん、さようなら…
2015年1月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=qaQP0efeAQQ

いろいろ確執だらけではあったが、血を分けた実の母や姉弟と、

「生きてもう一度会う」機会は、もう、無さそうだ…

神奈川〜東京の、友人・知人・敬愛していた作者さんたちにもね…

（前２つと昨日のも読んでね…）
 
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日9:43
札幌はマイナス４℃で晴天。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日10:20
のど飴が買えないのが

最近の悩み。(∋_∈)

主な産地が東京・愛知・岐阜でいずれも水質汚染被爆量が甲状腺障害レベル。(-_-#)

昨冬まで愛用してた高知生姜は昨夏の汚染量を考慮して敬遠。

頼みの北海道は北見のハッカ飴には、無駄に発ガン性着色料が入ってる…(-"-;)

（輸入品は効かないし！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日9:02
〜０４９７ １ ８０、
＞０４９７ ２ ８０．

　（＾ｗ＾：）
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（１月28日）　見栄と哀痴。バイトの電話で話してて、これほど不快で傲慢で心身と
もに不健全な客ばかりの地域って、他にない。

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

あぁ思案。…ミエっぱり見苦し県の終焉。
2015年1月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

タイトル元ネタ漫画＠高河ゆんは後で貼りますわ…

鬱苦しい国、ニホンの、

見苦しい県、見栄と哀痴は、

もう、絶滅していいよ…(-_-#)

バイトの電話で話してて、これほど不快で傲慢で心身ともに不健全な客ばかりの地域って、他に

ない。

もう私は、地球人類絶滅とまでは言わないが、総人口５分の１くらいまでの「強剪定」に１票派

。ということで旗幟鮮明にしておく。(-_-#)

チハヤほどオヒトヨシにはなれん！

（貼った）

http://85358.diarynote.jp/201501290915283171/
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日15:13
そして私が自棄を起こしてバルス！と叫ぶまでもなく、紀伊半島は電波状況が異常に悪い。

(・_・;)

「桜島 異様」ツイッタ。

そもそもヤ八百万神加護の地、伊勢、島根、出雲、高千穂が、相次ぐ天災人災で、ズタボロ。神

々か人類殲滅戦を始めているし。(-"-;)

孤軍奮闘してニンゲンまで守ってくれてるのは慈悲深いアイヌモシリカムイだけだ…

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日15:22
札幌、急激な高い線量。

中性子線がバリバリ飛んでて、

レンジでチンされ状態。

数日以内にかなり死ぬ。

泊原発、コケたかな？(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日20:23
フィジーでＭ６。

札幌は雪が止んだらベクレも収まり、空間線量と空気は清浄ですが、殺気の…もとい、さっきの
中性子被爆で相当ダメージ細胞が増えた。(∋_∈)

また脱被爆がんばらないと、

癌ができるよ〜ん…(ToT)
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http://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日20:24
てか、今夜は小児救急外来が

マンパンだと思う。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日22:55
太陽フレアと磁気嵐も凄かったようです。(ToT)
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（１月28日）　毎日の食材選びが即戦場。生死に直結する毎日ってどうなのよ…(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201501282045066488/

のどナメ問題解決♪o(^-^)o
2015年1月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
被爆性と、バイト部屋で風邪を移され系のダブル攻撃を受けた

喉の痛みに耐えかねて、

スローフードの国イタリアと、

脱原発ドイツ製品を

買ってみました。(^-^)g

アメリカやスイスと違って、

質実剛健♪o(^-^)o

札幌は、

買い物も便利でステキ♪

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日21:00
札幌の空間線量０.０２４μ。

気温マイナス５℃。無風。

雪が嫌な臭い(∋_∈)ですが、
歩くかどうか…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日21:38
ツルツルで危険過ぎるので日和ってバス待ちなう。
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それにしても、毎日の食材選びが即戦場。生死に直結する毎日ってどうなのよ…(-_-#)

原始狩猟採集生活ならぬ、

原子時代…ってか？
(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日22:43
「地球上全体に毒が行き渡った」

(∋_∈)
とにかく死にまくってる。

ありとあらゆる命が。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日1:03
「食べて応援。死亡と奇形」

「食べて応援 突然死と白血病」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日7:13
Ｍ１の中規模フレア、Ｘ線強度最高」
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（１月29日）　いま物凄い時代の変革期にいる、と再認識したほうがいい。

http://85358.diarynote.jp/201501291007238530/

「発病するのは10万人あたり6万人。」
2015年1月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

休日。

メシ。

フロ。

ネル。

以上。

…というギャグ？な日記を考えていたんだけれども、

異常。な日常なので、そうも行かない…
（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=od8CNHDkIJA&list=RDqaQP0efeAQQ&index=5
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https://twitter.com/kenshimada

War Is Over @kenshimada 
· 2時間 2時間前 
チェルノブイリ被災者の救援に取り組んでいる分子生物学者・河田氏

「被爆によって増えるのは、ガン、白血病だけではない。それらは1割以下、多いのは
心臓病、糖尿病、血液病、脳血管障害、先天異常、免疫力低下による感染症。チェル

ノブイリの大人では発病するのは10万人あたり6万人。」

War Is Overさんがリツイート 
Kayoko(文明の転換点) @083melody 
· 9時間 9時間前 
２０代で若いのに闘病中の人のアカウントが多いのがすごく気になる。癌とか白血病

とか。

War Is Overさんがリツイート 
杏子 @Kyon_spica 
· 15時間 15時間前 
鼻血が止まらなくて病院に行った友人が白血病という診断を受けてきたことがあっ

てね、鼻血侮れない

War Is Overさんがリツイート 
田島 剛 @TajimaTsuyoshi 
· 12月24日 
福島どころか、埼玉でも腎臓病とか白血病とか珍しい病気を聞くんだが。あまり聞か

ない子どもの病気が増えてる感じがする。

War Is Overさんがリツイート 
和月 春樹／共助自立，労働者，学生 @haruki_wazuki_ 
· 1月19日 
やはり膝の骨が曲がったように歩く人が

すごく増えてる

白血病や小児癌や４０代３０代の突然死も周りに

私の体もどこまでもつか不明。

怖い

#東京 #関東 #日本



https://www.youtube.com/watch?v=H51Xj5aEgkA&index=7&list=RDqaQP0efeAQQ

War Is Overさんがリツイート 
かばさわ洋平 @ykabasawa 
· 1月3日 
NHKが大晦日にこっそりと伝えた大事なニュースです。
アメリカの福島原発と同じタイプの原発が採算合わず廃炉へ！

⇒ http://amba.to/1DeQbAx 

War Is Overさんがリツイート 
Finance GreenWatch @fgwatch 
· 9時間 9時間前 
大雪で米原発が緊急停止　外部電源の一部失う、回復に数日。ボストンの南70km（
共同）

http://wp.me/p1l4MU-cTe

War Is Overさんがリツイート 
高城剛 @takashiro_bot_ 
· 9時間 9時間前 
チェルノブイリ原発事故からソ連崩壊まで、およそ６年であり、関東大震災から震災

国債を乱発し、昭和恐慌を引き起こし、世界恐慌になるまで７年です。どちらにしろ

、いまこの僕の話しをお読みになってくれているすべての人は、いま物凄い時代の変

革期にいる、と自分を再認識したほうがいいと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=krRMpfQyL0Y&index=22&list=RDqaQP0efeAQQ
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日10:07
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War Is Overさんがリツイート  
さしずめs凹gar @il_telescopio 
· 19時間 19時間前 
丁度駅に停車中に目の前で人がぶっ倒れたから慌てて非常停止ボタン押したんだけど

これのせいで全線電車遅延するわけなんだけど

押さない方が良かったんか？

駅員にもあまりいい顔されなかったな

嫌な世の中ね

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日10:08
とりあえず、「脱被曝」てんでんこ！

死にたくないので、昨日の被曝超過分をリセットしに…

フロ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日17:32
「Ｍクラスのフレアが２回発生」
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（１月30日）

http://85358.diarynote.jp/201501302155217056/

逃亡絶望。(ToT)
2015年1月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

ツイッタ。

「ブラジル ウルグアイ 国境 死んだ亀」
…もはや地球上には棲めない！

(・_・;)
 

http://85358.diarynote.jp/201501302155217056/
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（１月31日）　なんかもう色々連日凡ミス続発で。たぶんかなり被曝で脳がコワレ
てる？？

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

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

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

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

なんかもう色々連日凡ミス続発で。

たぶんかなり被曝で脳がコワレてる？？

（－－；）

まぁいいや。

「何度聴いてもイイ曲だ！」♪

と、「うちの長女」サキ・ラン＝アークタス

（設定として、元プロダンサー志望だった人）が気に入って、
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＞http://76519.diarynote.jp/200705040331120000/
「ペアスケートの振り付けとかしたい〜…！」と叫んでいるので、
https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY
この曲は、きっと「１３００年後の未来」まで、聴き継がれているでしょう…ｗ

（＾＾；）

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

あともう一曲、最近のお気に入り♪

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

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

フクイチがものすごいイキオイでケム下げられていますが…

茶番だね。（－－＃）

「他へ拡散されてる」だけ。だからね…★

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

「かまいません、殺しなさい！」

（byリリーナ＠ガンダムＷ）と…

（＾＾；）

「自称：非暴力不服従直接行動／絶対平和主義者！」のくせに…

やけをおこして今スグ【地球人類殲滅掃討作戦】を、

http://76519.diarynote.jp/200705040331120000/
https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0
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始めたくなっているバカりすは、私です…

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

うそだ。ぜったい１５０歳まで生きて、衛星軌道から地球を見下ろしてやるッ

てか、「懐かしい火星」まで行ってやる…ッ
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日8:52
とりあえずタイマー鳴ってるので、

バイトに逝ってきます…（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日0:59
あ、トリガの貼り間違え発見…（－－；）…
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（１月31日）　「柔軟剤は健康増進法で規制されるべき」／私はさっきＡＴＭで下ろ
した現金を取り忘れて立ち去りそうになったくらいアタマぼろぼろ。バイト先はトイレ
とかあちこちでみんなが転職情報のやり取りをし

http://85358.diarynote.jp/201501311119342976/

「迷える里守は霧樹の下へ行け」。

2015年1月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

めも。後で『エイリアン通り』貼ること。

あたま完全に動かない。

大脳新皮質まで養分まわってない。

ワニの脳ミソ（生存本能）が

「この先半年は生き延びるので精一杯」って言ってる。

エネルギーレベル落として。

慣行運転で微速前進ヨウソロ…

車が来てるのにの検索結果 

uukka @ukkayukka · 10時間10時間前 
私も頭やられてきたのか、ボーっとしてるのか、車が来てるのにそれが見えずに発進

してしまった。あーもうホントに気を付けないと…。何で見えなかったんだろう…。
オラァ！しにてぇのか！（こっちの言葉だと、くらすぞ？）ってパッシング＆クラ

クションやわれたけど文句言えまへん。すんません…

めいちゃん @snoopymaygon · 9時間9時間前 
@ukkayukka うわ、危なかったね！　ぶつからなくてよかった^^　
私も、ここ数年（もちろん３１１後）、見てるつもりが見えてないで気が付いたら車

が目の前で冷や汗ってことが何度も；；

yukka @ukkayukka · 9時間9時間前 
@snoopymaygon ほんと事故らなくて良かった＞＜；めいちゃんもこういうことある
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のか…ホントに気を付けないとね。しっかり左右見たのに何故って今も思ってる。ち
ゃんと見たはずなのに視界に（脳にか）入ってきてないなんてヤバいよねこれ…

めいちゃん @snoopymaygon · 8時間8時間前 
@ukkayukka うん、脳で認識ができてないんだと思う、、、こわいよね。
私は、胸痛やしびれなど明らかにホの症状が出てる時に、こういうボケが起こるよ。

yukka @ukkayukka · 8時間8時間前 
@snoopymaygon あー私も今日外に出たときにちょっと特有の頭痛がしたんだ。ボケ
症状はほんと危険だから慎重に慎重にだね(ｰ ｰ;)

めいちゃん @snoopymaygon · 8時間8時間前 
@ukkayukka でしょ。３１１後は異様に交通事故、とりわけバス、トラックみたいに
プロでさえ事故が多いのも、ほんとはホでのボケ症状だと思うよね。

ぐれーす @gracefuldecay · 12時間12時間前 
横断歩道じゃないところを車が来てるのに平然と渡り出すヤツ割と轢き殺したい

ちり @rabileach · 23時間23時間前 
車が来てるのにそこで渡ったらだめだろってタイミングで横断してた歩行者がいたん

だけど、私はその車のほぼ後ろから見てたから近いように感じただけで、実際はけっ

こう距離あったんかな…。

やのけ�� @kkkamato · 1月30日 
3メートルくらい先に車が来てるのにぼけっとしとって気付かなかった。

mayumi @sakura_iro_27 · 1月28日 
普通に車を走らせていたら後ろから車が来たのは見えたんだけど明らかに対向車が来

てるのに追い越しをかけてきてこわかったー！

とても見晴らしがいいところだから見えないはずはないのに。そして車には安定のお

年寄りのマーク付き。お年寄り！！おちつけ！

ぱんだすきー@朝 @ismonochrome · 1月28日 
ちゃんと歩道もある道で後ろから車が来てるのにイヤフォン付けながら車道の真ん中

歩いてる奴なんなの？

及川正宗 @RockBlanc · 1月24日 



車が来てるのに平気で横断歩道でもないところを渡る人の気持ちがわからん。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日11:20
画像はどうでもいい

３年前のやつ(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日15:49
フクイチ直近にＪＲ東日本が

殺人バスを走らせるとか。

(-_-#)
運転手さんの命が何日もつか、

不謹慎トトカルチョでもするかね…

（未必の故意！蓋然性殺人！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日15:52
Ｍフレア２回。

アメリカの豚の死亡。

シリアを悪者に仕立てたくて

見苦しいアメリカ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日15:59
私はさっきＡＴＭで下ろした現金を取り忘れて立ち去りそうになったくらいアタマぼろぼろ。

回りも不具合なひと多し。
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バイト先はトイレとかあちこちでみんなが転職情報のやり取りをしている状態。

今日もひとり、中堅だった人が退職。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日16:08
「柔軟剤は

健康増進法で規制されるべき」

ツイッタ。
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（２０１５年０２月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年０２月）
 



（２月１日）　バイトは中番。バス通予定。

http://85358.diarynote.jp/201502010900022884/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日9:00
札幌は雪予報を無視した晴天。

午前７時でマイナス２℃。

タイマー鳴ってます。

バイトは中番。バス通予定。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502011013184650/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日15:07
 
 
札幌でも先週あたりから（私も含めて）急速に脳ベクレ発症者が増えつつあるが、

ひとつの要因として、

「ペットボトル飲料ベクレ」があると、…気づいている人は、そもそも飲まないだろうな、
北関東や東北や近畿の水が、

詰まっているペットボトル…
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（２月１日）　元気に徒歩通勤でしたんですが。自覚なくても思考力や判断力が鈍るん
です。頭がパラッパラッパーになります。

http://85358.diarynote.jp/201502010039126088/
BE LONG LIVE TO ... 返歌…？（＾ｗ＾；）　（頭がパラッパラッパーになります。）
2015年2月1日 恋愛 コメント (2)

元気に徒歩通勤でしたんですが。

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

気が憑いたら（＾＾；）もとい、

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

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

害が起きますが最も多いのは、知能障害で程度の差だけです。

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

sep12_bot @sep12_bot · 1月30日 
被曝で知能低下、回復不能になる
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かにちゃんと世界線 @hunterkani · 1月29日 � 長野県 上田市 
@_wata1219 もしそれが改善されないなら気を付けた方がいいですよ。
自覚なくても思考力や判断力が鈍るんです。信じないと思いますが放射能の被曝での

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

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

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

ます。http://bit.ly/12YuqH4

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

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

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

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

…うわぁ…＜（－－；）＞…

私、１９６４年生まれ…（ＴＴ；）

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

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

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

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

http://bit.ly/12YuqH4
https://www.youtube.com/watch?v=KEvBRncjZ28
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030201001752.html


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日0:39
０　４９７　４９７　！

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

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

免疫力低下、持病の悪化。果てには癌。

知能低下、無気力症、頭がパラッパラッパーになります。
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（２月２日）　３連休〜ッ♪

http://85358.diarynote.jp/201502021004455979/

３連休〜ッ♪

2015年2月2日 日常 コメント (1)
 
 
遅ようございます。

(‾▽‾;)をあ
と変換されましたｗ

10:01ですｗ

３連休の初日です。

年末年始の２ヶ月は私にしてはかなり出ずっぱりでバイトしてたので、(^_^#)

今月は少しスローペースで生活します。o(^-^)o

てなことで、吹雪で銭湯出撃は断念。

も少し寝ます…(^。^;)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日16:01
ようやく起きだしましたが、

（＾＾；）

ご飯食べたらまた眠い。

何もする気が起きない。

（＾＾；）

情報チェックと、

http://85358.diarynote.jp/201502021004455979/
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携帯メモの整理したら、

また寝ちゃうかな…ｗｗｗ
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（２月２日）　アルゼンチンでＭ６。(・_・;)　安全な場所がない…

http://85358.diarynote.jp/201502021657121733/
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:37
 

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

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

まず、自分の心理と向かい合ったほうがいい。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502022052299874/

被曝したなと感じたら／塩分を多くし、甘いも

のはやめなさい／自衛隊病院の必殺防護術です

。

2015年2月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
https://www.youtube.com/watch?v=1P6hAy3ckN0&spfreload=1
We Are the World(Cover) - Balayan for Japan 2011 
（携帯メモ整理中）

日本のために @izimo_ssp · 9月14日 
被曝したなと感じたら、

ビタミンＣ、カシスの成分、タウリン、葉緑素、酵素を接種しましょう。

自衛隊病院の必殺防護術です。正式な研究成果の一つです。

急性にほど効果がある。

とにかく、油断して被曝するな!

日本のために @izimo_ssp · 5月12日 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201502022052299874/
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被曝したなと感じたら、私だとこうする。鼻腔洗浄、室内浄化、マルチビタミン投与

、アミノ酸投与、ビタミンＣ投与、タウリン入り栄養ドリンク、青汁、梅干一日四個

、キンピラコボウを食べる。

下手なコンビにご飯を食べるより体に効きますよ。

日本のために @izimo_ssp · 1月5日 
長崎に原爆が落とされた時の被爆者らに対する放射能対策として

当時長崎市の聖フランシス医院の内科部長であった秋月辰一郎医師 は
医療スタッフと患者達に「塩分を多くし、甘いものはやめなさい」と指示したそう

です。

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:sYKhN3fi5BcJ:ameblo.jp/1958sf0625/entry-
11460227031.html+&cd=2&hl=ja&ct=clnk …

日本のために @izimo_ssp · 1月5日 
歯が欠ける人は、酸味の多いものは少なくしましょう。

リンやカルシュウムの多い食品を摂取しましょう。

炭酸やドレッシングは危険なので一年間は摂取を少なくしましょう。

胃酸過多症に注意しましよう。

MIペーストやリナメルを使って歯を強化しましょう。
マルチミネラルを毎日摂取しましょう

不正選挙監視団 @rigged_election · 11月4日 
【拡散】konvicita 被曝 : 小野先生のTLで歯の欠ける人が多いと読んで他人事と思って
いたが、ここ1週間毎朝目が覚めると上の歯全体が異常に浮いているのをハッキリ感
じる。噛んで落ち着かせる。起床時のみ。

ひみこ @himiko_777 · 11月7日 
ヨウ素、セシウムの原子が口の中に入ると、唾液の作用でイオン化し、電気を帯びて

、金属の味になる。

つまり、金属の味がしたというのは、大量の放射性物質が口の中に入ったことによる

内部被曝が考えられる。 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514 …
感じた人多かったんじゃないかな・・

http://t.co/VP3RV5hJdH
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宮城野ソラ @Moulin_Rouge827 · 8月3日 
QT“@cmk2wl: 311後に降った黄色い物質。放射性硫黄だという話だけど本当は使用済
みの核燃料…
写真は劣化ウラン弾の酸化ウラン。 ”
https://twitter.com/cmk2wl/status/474475637088845824/photo/1
この黄色。この色の細かい粉がウチの玄関辺りに振りかかっていた記憶がある。花

粉か⁉と思ったっけ

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/02 02:25 ID:-
cmk2wl
311後に降った黄色い物質。放射性硫黄だという話だけど、本当は使用済みの核燃料が
炸裂したことによる「酸化ウラン」だったんじゃないの？量的にも厖大だから、あら

ゆるところに降下しておかしくない。写真は劣化ウラン弾の酸化ウラン…

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6月5日 
311後に降った黄色い物質が劣化ウランならこうなることも当然考えられる
■「避難・疎開は逃げることではなく戦いなんです」観れば意味がよく理解できます

よ⇒覚悟が必要。

劣化ウラン弾放射能影響 : http://youtu.be/ZwWaQ0_c8wI @youtubeさん
http://t.co/HCO9rjpVRA

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1月5日 
チェルノブイリ事故後に開発されたTERRAなどの線量計は（0.3μSv）でアラームが
鳴り、軍隊も使ってますが（0.3μSv）を超えたら軍隊も逃げ出す線量、そこで子供を
遊ばせてる。酷い話ですね RT"@tart_k これで先進国だってさ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/552082829337559040/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 10分 10分前 
マスコミが報じない福島の現実が怖しすぎる。

・私の弟は福島の新聞記者なのですが、社にいると情報統制が 厳しくて怖くなると言
っています。

・（県内の新聞）社には恐ろしい情報が山ほど入ってくるのですが、すべてもみ消し

の状況なのです。

http://togetter.com/li/338744

https://twitter.com/cmk2wl/status/474475637088845824/photo/1
http://youtu.be/ZwWaQ0_c8wI
http://t.co/HCO9rjpVRA
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http://togetter.com/li/338744


https://www.youtube.com/watch?v=pRJX6oah9eo
WE ARE THE WORLD- FOR JAPAN 2011 

cmk2wlさんがリツイート 
人柱辞めました！ @sunchd111 
· 1月23日 
マクロビ講座に参加されたオーナーは、関東圏在住。子どもに、早朝ランニングを命

じている。空からの降下物が朝露に混じって、汚染濃度の高い塵を吸い込んでる。何

の危機感もないオーナー。汚染地域でロハスな生活って、違和感ありすぎる。

https://www.youtube.com/watch?v=Pyj97rjZ8M4
護りたい希望はここに〜AGE OF HOPE〜 

なんか悠宙舞が「オススメ」してくれました…
https://www.youtube.com/watch?v=maMkOrXHJ-U
たそがれに背を向けて　大江千里

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日22:54
アルゼンチンでＭ６。(・_・;)

去るに去れない。(ToT)
安全な場所がない…
。。。(〃_ _)σ‖
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「きみならできるから、がんばれ！」／ツボ押しながら惰眠を貪る以外は何もしないで
終わる３連休の２日目？　（2015年2月3日）

http://85358.diarynote.jp/201502031134217443/
遠距離＋身分差＋壁だらけ。… just LOVE SONGS to BELIEVE MY WAY..
2015年2月3日 音楽 コメント (10)

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=kUV3LH9GRa8
Orange Range - Kizuna 
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https://www.youtube.com/watch?v=odcDaNOfRVM&spfreload=1
MONGOL800 Love Song

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

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

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

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

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

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

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

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日12:52
 
…自分で並べておいて、通して聴き直したら、我ながら完璧だぁ…っ！
…o（ＴoＴ）o…っと、感動してしまいましたｗ
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しかも、「荒野より」で終わるつもりだったのに…

最後の「シメの一曲」は、今日、作業終了のつもりの寸前に、

「偶然」神様から

教えてもらった音楽なのでした…ｗｗｗ

　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

中学〜高校の頃、毎晩のように夢で視ていた

「私は被災地のはずれで

　遅ればせながらヨロヨロと避難していく

　命ぎりぎりの人たちに、

　一瞬の慰めと励ましとサツマイモを提供し続けて、

　そろそろ最後の一人が逃げたかと思う頃に

　リュックを背負って旅立つ」という、

ビジョン…

どうやら「ふかし芋」は「魂の栄養源」というメタファーだったようですね…☆

「きみならできるから、がんばれ！」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日12:53
 
栄養源ていうか…「救荒作物」…？

サツマイモ。

（もともと飢饉の餓死を食い止めるために日本に導入された滋養救貧作物）。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

I know your smile and
believe your soul and luck !
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日13:32
「太陽風 高速」外出禁止！
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日16:55
 
結局、音楽を聴いて貼って、

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

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

いか…┐(’〜`；)┌

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

ンテナンス時間ということで…

(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日16:57
羅臼は凄いらしいが、

札幌は静穏です。(^_^;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日17:11
 
札幌マイナス３℃。無風。

ふと外界を確かめようと、

開けた玄関の真ん前、真東に、

見事に真ん丸で怖いほど鮮明なレモン色の満月。

ほんの数分前に北東のアリューシャンでＭ５が２連発。

ヽ（・＿・；）ノ

…なんかクルかなこれは…
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

うわ、ＤＮＡ書き込めないなう

17時33分！
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

ツイッタ。
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（２月４日）　３連休の最終日。「銭湯出撃」してきま〜す…♪

http://85358.diarynote.jp/201502041009099476/
かい、ばい、ほいっ…あいこで、…補遺ッ☆
2015年2月4日 恋愛 コメント (3)
 
やや遅ようめございます。

０９：２９。

３連休の最終日。

昨日と一昨日は全く何にもしなかった（＾＾；）ので、

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

　綿ボコリがね…★

札幌はマイナス８℃で快晴。

キリリとした快さの冬本番。

とりあえず雪祭の関係者は、

胃の穴が治りそうかな…ｗ

「かほご系」と「遠恋」のどっちにも入りそうでいて入れそこなった、

お気に入りの曲を貼りつけて、源泉に「銭湯出撃」してきま〜す…♪

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

http://85358.diarynote.jp/201502041009099476/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502041009099476/
https://www.youtube.com/watch?v=jjY7A4kGWEk
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502041800434679/

ぐ〜っどo(^-^)oデザイン賞ッ♪
2015年2月4日 お仕事
この駅の

さりげない気配りガンバリは、

リスペクトに値します(≧ω≦)b
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日17:44
 
 
腐った卵の黄身のような、

スプラッタ怪奇ホラーな、

満月が地平線から昇りつつあります…(‾○‾;)
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（２月５日）　バイトは中番。

http://85358.diarynote.jp/201502050856302376/
【死魔ね原発】が、地震でコワレましたか？

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

 
あらためまして、おはようございます。

０８：４０です。

札幌はマイナス６℃。

キリリとした寒さです。

バイトは中番。

この３連休は、はた目にはまったく何もしていない無駄な時間の潰しかたに見えたかもしれませ

んが、ツボ押しをたっぷりやってたおかげで深層筋肉と骨の間の膜が硬くなって張り付いてたの

がはがれてくれて、一気に古い血液を排出できたし…ほぐしすぎて右側の親知らずがさらに２
本（上下同時！）に生え始めてしまって顎と首が痛い（－－＃）という困った副産物を除けば、

心身と魂魄の健康回復のためには必要不可欠な、大事な時間になりました。

向こう１００年生きる！は半分冗談としても、少なくともあと５０年はもたせますから。このカ

ラダ…。

アタマはまったく動いていません。
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とても巨大な岩盤が、ゆっくりとすべり落ちていくビジョンだけが明確に見えています。

何か音楽を聴いて感覚と神経をマヒさせていなければ、一瞬たりとも神経を保てません。

んで。「なんか」と思ってフト思い出したのがこの曲。

https://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
THE BEATLES - Strawberry Fields Forever 

地震マップ @eq_map 
· 2 時間 2 時間前 
【M4.7】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 43.3km 2015/02/05
04:32:02 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1BVlcaj (USGS)http://j.mp/1F7aOzL

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M3.9】北海道東方沖 深さ59.1km 2015/02/05 04:07:11
(G)http://j.mp/1uYtjA9 (アニメ)http://j.mp/16AoqYO

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約20km M2.1 5日00時55分頃発生 
(G)http://j.mp/1zAHpfo (気象庁)http://j.mp/1AsuX4e

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約20km M2.0 5日00時53分頃発生 
(G)http://j.mp/1zAHpfo (気象庁)http://j.mp/1zK53Yp

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.7】北海道南西沖 深さ8.6km 2015/02/04 23:23:18 http://j.mp/1DxLmBO

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M2.5】上川・空知地方 深さ173.6km 2015/02/04 20:02:59
(G)http://j.mp/1CYAWNE (Y)http://j.mp/1CuPw0C

https://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
http://j.mp/1BVlcaj
http://j.mp/1F7aOzL
http://j.mp/1uYtjA9
http://j.mp/16AoqYO
http://j.mp/1zAHpfo
http://j.mp/1AsuX4e
http://j.mp/1zAHpfo
http://j.mp/1zK53Yp
http://j.mp/1DxLmBO
http://j.mp/1CYAWNE
http://j.mp/1CuPw0C


https://www.youtube.com/watch?v=n6j4TGqVl5g
The Beatles- Here Comes The Sun 

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M4.3】SALTA, ARGENTINA 198.3km 2015/02/05 05:27:50JST, 2015/02/04
20:27:50UTC
(G)http://j.mp/1I3kYXm (USGS)http://j.mp/16ptGxU

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M5.1】SUCRE, VENEZUELA 100.4km 2015/02/04 19:59:28JST, 2015/02/04
10:59:28UTC
(G)http://j.mp/1zeHeY8 (USGS)http://j.mp/1HZCCeu

https://www.youtube.com/watch?v=eDdI7GhZSQA
The Beatles-Hey Jude
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日10:18
我ながら、むちゃくちゃイイ声で歌えるようになりました。

o(^-^)o

なんとか渡航費だけ捻出して、南米で歌いコジキで食いつなぐのが、一番現実的なサバイバル手

段だな…(^。^;)
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日10:32

https://www.youtube.com/watch?v=n6j4TGqVl5g
http://j.mp/1I3kYXm
http://j.mp/16ptGxU
http://j.mp/1zeHeY8
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アタマ本当に動いていない。

てか、超光速で空回りしている…(・ω・;)(;・ω・)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502052033056307/

雪まつり！

2015年2月5日 日常

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502052145312925/

is Ｍｅ ？
2015年2月5日 労働／対価　 コメント (1)
https://utaudaichi.wordpress.com/
risu-kirigi is kiari-hatara ！
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日23:15
南インド洋でＭ５。(・_・;)
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リアル知人がとても痛い結末を迎えた「現実」に直面している一方、なんも知らずに被
曝して死んでいく愚民どもをバカにしながら、ネコナデ声で接客業にいそしんでるわ
けで…　（2015年2月6日）

http://85358.diarynote.jp/201502060125263229/

「抜かずの剣こそ平和の誇り」。

2015年2月6日 ★戦争反対★
　

このタイトルと、

３狛江の…もとい、（＾＾；）
３コ前の、

http://85358.diarynote.jp/201502051450362035/
タイトルの元ネタはこれね。＞

http://plaza.rakuten.co.jp/arashidaryuusei/diary/200807130000/

You have control ! は、「あんたに任せた！」みたいな意味かな…？

ちょっと今たぶん私の精神状態は、かなりのところ人格解離性障害に近づいているかもしれない

。

（ーー；）

へたすると、あんなに苦労して統合した？はずの多重人格？が再発するかも？

（現にちょっと記憶があやふやな時間が増えつつある…（－－；）★

だって、名前は知らなかったけど、

何度も顔を合わせて、

笑顔や挨拶を交わし、一緒に

「イラクを攻撃するな！」と声を合わせて叫んだ、リアル知人が…

かの地に、命懸けの使命を背負って出かけていき…

「見ないほうがいい」といわれるほどの、とても痛い結末を迎えた…？？

なんていう「現実」に「情報として」直面している一方で、

自分はひとり安全な札幌でぬくぬくしてご飯食べて音楽聴いて漫画読んで…

http://85358.diarynote.jp/201502060125263229/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://diarynote.jp/items/books-jp/B002DEKTFW/
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なんも知らずに被曝して死んでいく愚民どもを腹の底からバカにしながら、ネコナデ声で電話de
接客業にいそしんでるわけで…

今日は、個人的には、結構うげげっ！と思った深刻マジやばいかも事変が発覚したのだけれども

。（－－；）

その、あまりにも

「日常茶飯的に平和に深刻な事態」と、

かの地で行われている「非日常な死線上の日常」が…

あまりに、乖離しつつ、錯綜しすぎている…

うん。

それでも。

りある「顔見知り」であったゴトウケンジ氏から。霊視で、とはいえ、重要メッセージを受け取

ったので…

ちゃんと、それ、みんなに、伝えていかないとね…。

（とりあえず貼る。）

https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOI
サイモン＆ガーファンクル『明日に架ける橋』

https://www.youtube.com/watch?v=v5SztF7pPZE
サウンド・オブ・サイレンス・サイモン＆ガーファンクル.wmv

https://www.youtube.com/watch?v=CKndolHXb5E
イムジン河　悲しくてやりきれない　きたやまおさむ　坂崎幸之助 南こうせつ

https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOI
https://www.youtube.com/watch?v=v5SztF7pPZE
https://www.youtube.com/watch?v=CKndolHXb5E


（２月６日）　なぜか今日もバイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201502061600208216/
徳島で震度５強の地震／日本沈没主題歌 久保田利伸 。
2015年2月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまして、え〜と…こんにちわ？
（＾＾；）１５：１６です。

なぜか今日もバイトは休み。

札幌は平穏。雲が多めの晴天。

たぶんマイナス４℃ぐらい。

昨日のこれの後半（下半分）参照。

http://85358.diarynote.jp/201502051450362035/
どぉすんのこれ？

　（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=MYtsA9ZCPeo
Tsunami - DVBBS & Borgeous (Feat. Tinie Tempah) 

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【最大震度5強】(気象庁発表) 徳島県南部 深さ約10km M5.0 6日10時25分頃発生 
(G)http://j.mp/1AxTCEz (気象庁)http://j.mp/1KwyIFT
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5 時間 5 時間前 
徳島で震度５強の地震

2月になり「中央構造線」付近で、マグニチュード４クラス地震が
→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562802417931419649 …）
起こってるので、注意した方が良いですね。今の日本は、どこで大きな地震が起こっ

ても不思議じゃない

気象庁 @JMA_kishou · 2時間2時間前 
【報道発表】（H27.2.6）平成27年2月6日10時25分頃の徳島県南部の地震による地盤
の緩みを考慮し、揺れの大きかった市町村については、大雨警報・注意報の発表基

準（土壌雨量指数基準）を引き下げて運用します。

http://www.jma.go.jp/jma/press/1502/06b/20150206_ooame_kijun_zantei_tokushima.html
…

https://www.youtube.com/watch?v=ffPJ9a7GI3E
Keep Holding You 日本沈没主題歌 久保田利伸 

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M4.7】ICELAND 5.6km 2015/02/06 12:48:11JST, 2015/02/06 03:48:11UTC
(G)http://j.mp/1BZeb8r (USGS)http://j.mp/1KwTcy9

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M4.5】TONGA 113.8km 2015/02/06 11:45:40JST, 2015/02/06 02:45:40UTC
(G)http://j.mp/1Czn0Lw (USGS)http://j.mp/16JYR7E

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M4.9】SHIKOKU, JAPAN 13.7km 2015/02/06 10:25:12JST, 2015/02/06
01:25:12UTC
(G)http://j.mp/1LS5Rzc (USGS)http://j.mp/1D3rxnZ

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562802417931419649
http://www.jma.go.jp/jma/press/1502/06b/20150206_ooame_kijun_zantei_tokushima.html
https://www.youtube.com/watch?v=ffPJ9a7GI3E
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http://j.mp/1KwTcy9
http://j.mp/1Czn0Lw
http://j.mp/16JYR7E
http://j.mp/1LS5Rzc
http://j.mp/1D3rxnZ


【M5.1】徳島県 深さ11.6km 2015/02/06 10:25:12
(G)http://j.mp/1zURsiO (Y)http://j.mp/1zURuHd (アニメ)http://j.mp/1zE7F8w

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【M4.7】OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA 72.4km 2015/02/06 06:50:55
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1zlw446 (USGS)http://j.mp/1C3Nj9S

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M5.0】KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 128.2km 2015/02/06 03:19:26
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1zcTxjb (USGS)http://j.mp/1zSvJ9m

https://www.youtube.com/watch?v=oH8HEfliP6s&index=24&list=PL476FAB186641752A
Dream - Def Tech

https://www.youtube.com/watch?v=gPsB0db4Wvc
【英語版】Tsunami (サザン)／Debbie Gibson【歌詞・訳・語彙】

https://www.youtube.com/watch?v=yiRj7kJmDIc&index=12&list=RDCOtfS4Iy59Y
槇原敬之　どんなときも。　英語版　Stephen Bishop
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日16:43
芝ねこ @chidondon · 1時間1時間前 
今Hi-netを見たら深発気味の動きが駿河湾の位置から南にまっすぐ
延長線上の沖で動いていました。

三重南部の地中反応がこういう深発気味の沖に対する反応だと

http://j.mp/1zURsiO
http://j.mp/1zURuHd
http://j.mp/1zE7F8w
http://j.mp/1zlw446
http://j.mp/1C3Nj9S
http://j.mp/1zcTxjb
http://j.mp/1zSvJ9m
https://www.youtube.com/watch?v=oH8HEfliP6s&index=24&list=PL476FAB186641752A
https://www.youtube.com/watch?v=gPsB0db4Wvc
https://www.youtube.com/watch?v=yiRj7kJmDIc&index=12&list=RDCOtfS4Iy59Y
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


良いのですが…。
マグニチュード3.6 深さ290.9km
東海ちょい離れた沖のこのような動き続かないと良いのですが



（２月７日）　今日はバイト早番。アタマ完全に停止中で、夢遊病再発その他、人格カ
イリの前兆が「自覚できてる」ので、まだ大丈夫でしょう、たぶん…。

http://85358.diarynote.jp/201502070639389089/
剣山、磐戸開き。

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

 
おはようございます。

和Ｍｅ、と出ました。

06時33分。
今日はバイト早番。

先日の霊視で滑り落ちてた巨大な岩盤は昨日の徳島で、

過日の異常な大雪と、

繰り返す高線量の雨（つまり海水の汚染による高温化が限界）

…いよいよ大龍様が、
うねりながら逃げ出す姿が見えます。

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

いつとは予告できませんが…

後悔のないように行動して下さい！

http://85358.diarynote.jp/201502070639389089/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502070639389089/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150207/85358_201502070639389089_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150207/85358_201502070639389089_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150207/85358_201502070639389089_3.jpg


ＢＧＭ：ＴＭＮ、

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

…まんまですね…(^。^;)
（あとで貼ります。）

（※貼りましたが、悠宙舞にはイマイチいいのが無かった…（－－；）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

和まさ多、07時37分。
すでにバスの中です。

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

丈夫でしょう、たぶん…。
(^_^;)

ついでに、「預かった言ば」を書いておきます。

【地球がルービックキューブ。

生き延びる鍵は「箱根細工」。

《ケルマディック号》が

海底崩落から生還したように、

小刻みに安全地帯を探して、

迷路を脱け出せ。】

…です。

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


各員、健闘を祈る！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日13:25
フォッサマグナ、来た〜ッ！

（；‾Д‾）

いよいよ大地溝帯が割れ始め。

大台ヶ原も揺れ始め。

…「龍神」系の土地は、
一斉警戒っ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日13:36
近いうちに岐阜の土岐。

埼玉県大宮、厳重警戒。

（てか、即逃げれ。）

諏訪も熱田も出雲も危ない。

 

http://85358.diarynote.jp/
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（２月８日）　バイト早番。それにしても、華麗に無視する奴らだ。

http://85358.diarynote.jp/201502080649577521/
【生きろ。】…群馬県 みなかみ町…追記【北関東大震災】。
2015年2月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

（前項参照）

おはようございます。

０６：４０．

バイト早番。

あと５分。（＾＾；）

札幌は異様な強風。

日本はこんな。＞

https://www.youtube.com/watch?v=11qIH07UbbA
Get Wild 歌詞つき 

� 群馬県 みなかみ町 

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.7】群馬県北西部 深さ30.6km 2015/02/08 01:49:35
(G)http://j.mp/1zZxJhG (Y)http://j.mp/1zsOmQN

https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%BF&lr=lang_ja&gws_rd=ssl

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M3.2】新潟県中部 深さ13.6km 2015/02/08 01:49:28
(G)http://j.mp/1FiRSOz (Y)http://j.mp/1C6M1Li (アニメ)http://j.mp/1DqbhOz

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M5.5】日本海東部 深さ365.2km 2015/02/08 01:40:08
(G)http://j.mp/1zsKVK6 (アニメ)http://j.mp/1zsKYp2

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第7報)◆◆【M4.6】日本海北部 深さ370km 2015/02/08
01:40:09発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1C6L7hS

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.5】千葉県北部 深さ70.0km 2015/02/07 23:30:39
(G)http://j.mp/1KAuGw8 (Y)http://j.mp/1Iou5lo (アニメ)http://j.mp/1DpLkhZ

https://www.youtube.com/watch?v=VYIDRTq3APo
PIANO-Wild Heaven-TMN 

https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%BF&lr=lang_ja&gws_rd=ssl#lr=lang_ja&newwindow=1&c2coff=1&hl=ja&tbs=lr:lang_1ja&q=site:http:%2F%2F85358.diarynote.jp%2F+%E5%8C%97%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD

https://www.youtube.com/watch?v=DkOAnJ1SXjI&index=4&list=RDVYIDRTq3APo
PIANO-Beyond The Time-TMN
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日7:29
…始まったなぁ…(-_-#)
…旅券返納命令…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日8:39
異様睡魔と倦怠感、絶望感。

来る来るなんか来る。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日13:23
とにかくあちこち

小刻みに揺れ揺れ。

視界を大量の阿鼻叫喚と

みずく腐乱死体に覆われているんだが…(∋_∈)

あまり近い未来ではないことを祈る。

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日13:35
札幌は暴風「雨」。(・_・;)
雪祭り関係者は泣き伏していると思う…(T_T)
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日18:19
…それにしても、
華麗に無視する奴らだ。

(-_-#)
良心ないんだろおか？

と思うが、奴らにしてみれば、

「敵は仲間みんなで

一致団結してハブる行為が善」

なんだろおなぁ…(-"-;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502081828249111/

雨ニモ負ケズ。(^-^)g
2015年2月8日 旅行 コメント (3)
あんがい盛況で何より。

o(^-^)o
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日18:46
まぁいいや。

私が異端者であるのは、

単なる事実だ。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日20:06
「公安が口封じ逮捕の動き」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日20:07
…そろそろまたアンコウで遊ぶかな…
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://j.mp/1FiRSOz
http://j.mp/1C6M1Li
http://j.mp/1DqbhOz
http://j.mp/1zsKVK6
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不撓不屈の、伊達と酔狂！

 



（２月９日）　遭難なう。

http://85358.diarynote.jp/201502091403487733/
【韓国】＝メルトダウン。

2015年2月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

ぅわ、こんなのまであった…。

特定亞細亞情報 @tokuteiasiainfo · 2時間2時間前 
新着: 【緊急速報】　韓　国　原　発　大　爆　発　ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!! 韓国原
発をクラッキングしたハッカーが原発破壊の声明を発表！！！！！

http://tokuteiasia.info/archives/33239

特定亞細亞情報 @tokuteiasiainfo · 2時間2時間前 
新着: 【韓国原発】雨で機能停止する韓国原発は大丈夫か…部品も偽造する安全意識、
それでも世界に輸出される現実 
http://tokuteiasia.info/archives/33217

特定亞細亞情報 @tokuteiasiainfo · 3時間3時間前 
新着: 韓国消滅ｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!! 韓　国　原　発　が　大　爆　発　！！！！！！!　韓国
原発が頻繁に停止する原因がついに判明！！！！！ 原発に使われてる部品がヤバすぎ
るｗｗｗｗｗｗ 
http://tokuteiasia.info/archives/31056

4nwanelson 4 @nwanelson · 18時間18時間前 

http://85358.diarynote.jp/201502091403487733/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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【放射線原因 がん認める】韓国 原発周辺住民に「画期的」判決
ポイントになったのは、原発周辺に住む人たちの甲状腺がんの発症率の高さ。ソウル

大が約３万６千人を対象に実施した調査では、原発から５キロ以内に住む女性の発症

率は…東京2/8 
https://twitter.com/4nwanelson/status/564378425968709632/photo/1

Yuri Hiranuma @YuriHiranuma · 2月7日 
韓国の新古里原発、年末にはこんなことになってたのか・・。

３人死亡の新古里原発ガスバルブ室、ガス警報機もなかった＝韓国 | Joongang Ilbo | 中
央日報 
http://japanese.joins.com/article/593/194593.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 2月6日 
韓国水力原子力古里原子力本部によると、３日午前３時２８分ごろ、新古里２号機

のタービン室内に異常が発生し、原発出力が８３％に引き下げられた

http://www.xinhuaxia.jp/social/60605 
水素ガス発生は燃料棒ジルカロイの崩壊＝メルトダウンしか考えられないが

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2月5日 
名無し：2015/02/06(金) 07:17 ID:XXXXXXXX
韓国原発タービン室内で水素ガスが漏出

http://silversword.club/498/ 
#古里原発２号機で３日午前３時２８分ごろ

bellbelo99 @bellbelo99 · 2月5日 
韓国の新古里原発2号機で、タービン室内で水素ガスが漏れ出す事故が起こりましたが
、これは思った以上に深刻な事態の様です。新古里原発の1号機と2号機はアメリカ製
なので、韓国は原発の運用面でも問題有りです。

まゆ 084 @mayu · 2月5日 
【韓国崩壊】韓国の原発でとんでもない事故が発生!!!! なんと水素ガスが漏れ出す!!!! 燃
料棒が破損した可能性大!!!!：News U.S. 
http://www.news-us.jp/article/413542075.html …

a 2  · 0120111560 @月5日 
韓国の原発でとんでもない事故が発生!!!! なんと水素ガスが漏れ出す!!!! 燃料棒が破損し
た可能性大!!!! 2ch「かなりやばい事故」「いつ爆発してもおかしくない状況」

https://twitter.com/4nwanelson/status/564378425968709632/photo/1
http://japanese.joins.com/article/593/194593.html
http://www.xinhuaxia.jp/social/60605
http://silversword.club/498/
http://www.news-us.jp/article/413542075.html


http://www.news-us.jp/article/413542075.html …
日本への影響を考えたら笑い事じゃないぞ。

MIZUHO no KUNI @mizuho_no_kuni · 2月4日 
「水素って・・・」「まさか・・・」 ⇒ 【韓国】新古里原発２号機、タービン室内で
水素ガス漏出

http://ift.tt/1LLd18m /:image photo 
https://twitter.com/mizuho_no_kuni/status/562927180372799488/photo/1

釜山(プサン)情報 @busan_info_jp · 2月4日 
韓国・釜山の原子力発電所で水素漏れ見つかる、「人体に影響なし ...: 原発側によると
、水素が漏れ出した部分は3日午前3時28分ごろ密封処置が完了したが、発電量は従来
の83％に低下した。水素はタービン稼働時に発生した熱を... 
http://binged.it/18MGG24

日本の誇り @japansocialnews · 2月4日 
韓国・釜山の原子力発電所で水素漏れ見つかる、「人体に影響なし」と原発側—韓国

メディア（Record China） http://goo.gl/fb/AcOKmz
http://t.co/Lu4rGAkeQN

これだね。（－－＃）

札幌への風向きと位置関係。

間違いない…（＝＝＃）

https://www.youtube.com/watch?v=-OyDC57lGi0&index=37&list=PL289275082F4F1139
ALL-RIGHT ALL-NIGHT

思わず吹いた @Mersault82 · 2月3日 
ネット「韓国が違法捕鯨してるぞ。海犬さん出番だぞ」 シー・シェパード「？」 ネッ
ト「中国で児童ポルノ流通が深刻だぞ。アグネスさん出番だぞ」 アグネス・チャ
ン「？」 ネット「韓国の原発が又トラブルを起こしたぞ。反原発団体出番だぞ」 反原
発団体「？」

https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA

http://www.news-us.jp/article/413542075.html
http://ift.tt/1LLd18m
https://twitter.com/mizuho_no_kuni/status/562927180372799488/photo/1
http://binged.it/18MGG24
http://goo.gl/fb/AcOKmz
http://t.co/Lu4rGAkeQN
https://www.youtube.com/watch?v=-OyDC57lGi0&index=37&list=PL289275082F4F1139
https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA


Let It Go - Behind The Mic Multi-Language Version (from "Frozen")

https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk&list=RDBS0T8Cd4UhA
Let It Go - Frozen - Alex Boyé (Africanized Tribal Cover) Ft. One Voice Children’s Choir 

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日15:30
遭難なう。(・_・)エッ......?

バス乗り間違えて吹きさらしの地のはてで２時間待ちとか…？
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日16:10
歩いてバス通りまで出たなう。

(^_^;)
もうどうせだから、

このまま歩く！ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk&list=RDBS0T8Cd4UhA
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502091403487733
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（２月９日）　泊原発から、故意か事故かは不明ながら大量の放射能漏れ。

http://85358.diarynote.jp/201502092356062756/

北海道、被曝中。

2015年2月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
泊原発かウクライナか？説が有力のようですが、札幌在住の私の風向き体感からするとやはり韓

国原発です。

ここ数日の強烈な違和感と、

「半島の東南端で崩れた屋根材の下敷きになってる被災者」や

高線量過ぎて近づけない泥地に放置された数千の腐乱死体…のビジョンが、舞台が日本どなく韓
国だったなら、ぴったり一致して説明がつきます。(-"-;)

まぁ個人的に私は被曝量も少なく、現実放棄な良い休日でした。

報告は明日。

我が眠りし後にニュースよ来たれ！

┐(’〜`；)┌

おやすみなさい。

（２月１０日に貼り貼り。）

日本人を守りたい！日本人協會！ @prophet_eagle · 28分28分前 
北海道、泊原発事故か？泊原発地区、異常放射能数値！２４時間経つも、マスコミ、

政府、共に、沈黙中！！！http://linkis.com/ameblo.jp/daihatu-co/ERPeC … …

西田寛治 @westpapapapa · 2時間2時間前 
“@cmk2wl: 泊原発の昨夜のお漏らし…。腹ただしいのは、スパイクが確認された途
端に、測定を公表しなくなっていること。複数のモニタリングポストが検出している

のだから、危機の不具合ではないことは一目瞭然なのに、北電は線量の公表を打ち切

って隠蔽した。

ツイート消されてる？

http://85358.diarynote.jp/201502092356062756/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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つよし @ninja96651 · 12時間12時間前 
「北海道・放射線量　急上昇！」

⇒ http://amba.to/1z17AcA 
泊原発、その後。報道機関は沈黙、行政からの発表もなし。

アメーバブログ 
View this content on ameblo_staff’s website 
北海道・放射線量 急上昇！ 
北海道電力 泊（ とまり ）原発周辺の 泊村・共和町・岩内町など各測定ポイントで線
量が上昇。泊村茅沼共和町気象観測局神恵内村神恵内岩内町岩内参照

http://t.co/Zlj609ZCmb

yoyo@naha @orange519827 · 23時間23時間前 
泊原発の件で北海道は線量が上がってるみたいだしウクライナ原発でまた今日異常が

あり？ハンガリーもスパイクあるみたいだし・・もうこうやって世界の原発に翻弄さ

れる生活はいやなんですが。

葉茶 @mechako · 24時間24時間前 
泊原発のスパイクで、北海道の放射線量が10倍になった夜から明けて、娘にマスクを
させて登校させたけど、お迎え行ったら、鼻血の痕…(T_T)。娘が産まれて初めて鼻血
を出したのは、4年前の311の年の夏。それ以来の鼻血(T_T)。長男も朝、鼻血。こちら
は度々だから…だけど…。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2月9日 
緊急事態です。北海道電力の泊原発が、2015年2月9日未明から異常事態
http://twitter.com/ST0NES/status/564691766830321665 …
大勢の道民が被曝する可能性が高いです。

@hokkaido_w @AIRG_FM @sapporohokkaido
@PrefHokkaido【ごあいさツイート】

ＮＥＣＯＤＡＭＡ @xincosugui · 2月9日 
泊原発から、故意か事故かは不明ながら大量の放射能漏れ。

東海村での高濃度放射性廃棄物焼却といい、フクイチからの汚染を隠れ蓑にあちこち

でやりたい放題だな。

       
 

コメント

http://amba.to/1z17AcA
http://t.co/Zlj609ZCmb
http://twitter.com/ST0NES/status/564691766830321665


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日8:02
出た！光格子時計！

http://85358.diarynote.jp/
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（２月10日）　今日も休み。（＾ｗ＾）

http://85358.diarynote.jp/201502100955174419/
１１７７．（私信まみれ。）

2015年2月10日 音楽 コメント (1)

おはようございます。

０９：３９にＰＣ開けました。

今日も休み。（＾ｗ＾）

札幌はマイナス４℃。

猛吹雪？の予報を完全に無視して、

快晴無風…。

これとほか３つの画面を同時に開いて作業平行の予定なので、

文章にとりとめがなくなると思うけど、ご容赦下さい。

（＾＾；）（あと続く。）

まぁ一曲目は昨日みつけたこれで☆

https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
Let It Go - Behind The Mic Multi-Language Version (from "Frozen")
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:26
地震が柏崎刈羽とフクイチと東海村と六ヶ所村を、直撃してますね…ｗｗｗ

なんかもうもの書くアタマ細胞が残っていません。

（－－；）

今月１１日の７時に、

札幌大通り公園の西７で

バイト仲間が舞台に乗るので、

舞台下で踊っている予定〜♪

（少し遅れて行くかも？）

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


（２月10日）

http://85358.diarynote.jp/201502102204398580/

逃げろ、生きろ、今すぐ。

2015年2月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

大事な曲だから二度貼りましたｗ

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

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

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

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

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:56

泊原発の「せい」にしたがってる人がいるみたいだけど、

それだと

共和町（泊原発直近だけど、山の陰）より先に

稚内（風直撃）が先に線量上がってる説明がつかなくなるんだよ〜ん…。

【コワレテイルのは、韓国の原発】です…

風向き変わったら西日本は全滅？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:58

騒いだところで、まだまだ「富山県の半分」。

「今すぐ健康に影響はありません」。…

「可及的速やかに」国外逃亡！

https://www.youtube.com/watch?v=qf7Y1hWDcus
ずっとウソだった （歌詞テロップ） 斉藤和義 

https://www.youtube.com/watch?v=F2tMHGXOl5M
H264_愛は死にますか 心は死にますか.MP4 (1983.12.28.　東京　人見記念講堂) 
（これのフクイチ映像バージョンがあったのにうっかり消してしまった…）

http://buff.ly/1zYbFnN
https://www.youtube.com/watch?v=qf7Y1hWDcus
https://www.youtube.com/watch?v=F2tMHGXOl5M


https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

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


（２月11日）　バイト早番。今日（１１日）の私は、７時（１９時）に、札幌大通り
公園の西７番の舞台前（下）で、歌って踊っている予定…。

http://85358.diarynote.jp/201502100955174419/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:26
地震が柏崎刈羽とフクイチと東海村と六ヶ所村を、直撃してますね…ｗｗｗ

なんかもうもの書くアタマ細胞が残っていません。

（－－；）

今月１１日の７時に、

札幌大通り公園の西７で

バイト仲間が舞台に乗るので、

舞台下で踊っている予定〜♪

（少し遅れて行くかも？）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502110646257354/
【７７】．〜♪この世界のなかで、いつもきみのこと一番大切に思うよ〜、「君は君の言葉で

祈れ」。

2015年2月11日 恋愛 コメント (5)
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おはようございます。

０６：２８．バイト早番。

あまり時間がありません。

とても気に入ったので、昨日神様から拝領したこの曲をもう一回♪

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

私は歌うことが出来るし、

この世界のために、異世界の物語を

書くことも出来るよ♪

さて、昨日書き損なったことをメモだけして書き逃げです。

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

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

ーンが歩ける自信がついたさ…ｗｗｗ

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

って踊っている予定…。

う〜む、源泉の真下？で発震してるね…★
　（－－；）

タイマー鳴ってるので、貼り逃げして終わる☆

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

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150211/85358_201502110646257354_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
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コメント  

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日7:51
休日ダイヤだとバスがないので丸一時間早く着いたゃうところが笑える…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日8:08
大気中の酸素濃度が

下がり始めてる。(∋_∈)

息苦しく感じているのは、

私の体調のせいじゃない。

カタストロフが始まる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

(-"-;)
なんだこの学習障害な脳ミソ。

(∋_∈)
無敵の演算処理能力なんか影も形も残ってない。(-_-#)

まったくもう…(-_-#)

相変わらず世界中で地震。

北海道の線量はほぼ復調。
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（２月11日）　札幌も昨日おとついで体調不良が悪化した人と全く健康な人で明暗く
っきり。バイトで色々ぼろぼろな今日なので、妄想系が実現しなくてもザッツオルラ
イト。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502111223139060/

緊急。総員退避。

2015年2月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

空気がおかしい。

放射線量は戻り、

太陽も静穏？

なのに、

異様に帯電していて

心身がビリビリする。

緊張と不安感でイライラ。

福岡福井の人間は心拍数が上がり過ぎて話し言葉がハイテンポかつ不明瞭。

４０代で急性認知症のひと。

札幌も昨日おとついで体調不良が悪化した人と全く健康な人で明暗くっきり。

桜島大噴火中。

関東、ビルの外壁が剥落開始…

揺れてます。

超振動で、小刻みに。

12時22分。
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月11日12:30
北電、ＨＰ閉鎖中。

「泊原発 数兆Bq」説もあり。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日12:36
帯電悪化。

泊原発だとしたら、

メルトダウンしてると思う。

（でも私の本能は

逃げる必要なしと判断してる）

津軽で地震。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日12:38
いっそのこと

神々しいくらいだ。

【ミイツ】の発動。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日18:59
札幌は平地なのに、高度２０００ｍ以上にいるような酸欠感がありますが、私の体調はけして悪

くなく、ヘモグロビンが足りてないわけではありません。

雪まつり最終日はマイナス１℃無風というベストコンディション。穏やかに盛況。o(^-^)o

バイトで色々ぼろぼろな今日なので、妄想系が実現しなくてもザッツオルライト。(^_^;)

てか、こっそり裏サイトで嘲笑してやがる葬科ガッカリ淫どものイタイ目が、すでにＭ的快感ｗ
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（２月11日）　雪まつりの雰囲気は、とにかく「和やか」のひとこと。

http://85358.diarynote.jp/201502111931585306/

ぃえ〜♪(^o^)／
2015年2月11日 旅行 コメント (4)
おわっちゃった。

(^。^;)

さて、喰うべし！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日20:36
雪まつりの雰囲気は、とにかく「和やか」のひとこと。

たとえ仮に高線量だったとしても、来た甲斐はある。(*^_^*)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日21:09
「Ｍ２フレアに伴ってＣＭＥが噴出」

これだったかな？

昼間の天空のびりびり？

（北電による泊原発の意図的漏出説に固執したい人は、札幌がいま冬の観光の目玉の雪まつり最

中で「風評被害」は出せない時期だと解っていない。）

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日21:26
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泊原発事故説はあり得る。

その場合、「もはや手遅れ」の人たちが、さらに増える。

(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日21:29
たしかに何かが

むちゃくちゃおかしい。

(∋_∈)
もはや私の脳が

先に壊死してるってこと？
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（２月11日）　明日もバイトなのでとにかく横になります。

http://85358.diarynote.jp/201502120019526475/

「山手線で異常な揺れ 都内は地盤に変化」（追
記あり。）

2015年2月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
（前項も参照）

「不気味な重低音」、

「振動 異常な揺れ」、
などでツイッタ検索。

これね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
これだ。1月19日：山手線で異常な揺れという報道
あの時、後で報道を見て、東京の地震波形に反応が出てたよなって。（画像は八王子

）こういう波形が何度か出てた。都内は地盤に変化でも起こっていて、些細な揺れで

も線路が動いたのか？と思った 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
また出てる。自動車などの生活振動とは違う極小さな揺れ

東京観測点（18時10分と40分）（19時30分〜45分）（20時05分、20分）こないだ原
因不明の揺れを検知して、山手線が止まったという報道があったけど、この揺れじゃ

ないのかな 

T. HIRANO
@TOHRU_HIRANO さっき地鳴りみたいな音。
雲ひとつない空には、飛行機は飛んでないのに、断続的に「ゴぉ〜〜〜〜〜」という

重低音。カラスも、ぎゃーぎゃー騒いでた。なんの音だろ？　FBリアルタイム検索し
たら、大田区〜目黒区付近で聞こえたみたい。

http://85358.diarynote.jp/201502120019526475/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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Terra @Terrapupa · 22 時間22 時間前 
@TOHRU_HIRANO 渋谷区でもすごかったです。

くさたん @kusatan930 · 22 時間22 時間前 
@TOHRU_HIRANO 横浜からです。こちらでも長い時間地鳴りのような航空機の爆音
がありました。スマホで動画撮影しましたが、何故か音を余り拾わない？周波数の？

違う音かと？

音は上空南西上空から聞こえていました

。時間は6分くらいです。ベランダから見える富士山は変化無しです。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
ありましたよね。不気味な重低音。こちらでは２回に分けて聞こえました。気になる

のは、さっき報道で、昨夜から新宿と品川でビルの外壁が相次いで落下という報道

です。単なる老朽化かもしれませんが。@kusatan930 横浜からです。こちらでも長い
時間地鳴りのような航空機の爆音がありました

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21 時間21 時間前 
@kusatan930 あの音は飛行機ではないですよね。やっぱり。ここは羽田空港からの旅
客機が頻繁に上空を飛んでますが、音が違いました。ゴォ〜〜〜〜〜〜という振動を

伴うような異常な音でした。すぐにビル５Fの屋上に出て、上空を確認したら、快晴の
空には飛行機やヘリは飛んでませんでした

Ｆｕｋａ－ｋｕ @FoxTwoThree · 21 時間21 時間前 
え~っ‥熊本市内も昨日だったか夜遅く(珍しく)なのに図太いヘリ？音が‥※軍用？
@TOHRU_HIRANO 不気味な重低音。こちらでは２回に分けて‥大田区〜目黒区付近
で聞こえたみたい

@kusatan930 横浜からです。こちらでも長い時間地鳴りのような航空機の爆音が

みるく I am not ABE @milkcocoaw · 21 時間21 時間前 
rt “@TOHRU_HIRANO: ありましたよね。不気味な重低音。こちらでは２回に分けて聞
こえました。気になるのは、さっき報道で、昨夜から新宿と品川でビルの外壁が相次

いで落下という報道です。単なる老朽化かもしれませんが”

ぴよ＠2月末なばな♪海単・ワンス1勝1敗 @inblueskyheaven · 16 時間16 時間前 
@FoxTwoThree @TOHRU_HIRANO @kusatan930 昨晩、航空大学校が曲芸飛行して
るのかと思う位の轟音がしてました。横浜にて。



misaki姫 115 @misakihime · 15 時間15 時間前 
@TOHRU_HIRANO こちらでも聞こえています。窓の外を見たけど飛行機の姿なし…
。何でしょうね(@_@)

狐狗狸 @Tomoaki1974 · 10 時間10 時間前 
@TOHRU_HIRANO @nana_minyan @kusatan930 横浜市昨日の夜も音ありませんで
したか？

私はまた米軍機かなと思っていました。

一曲貼ろうかｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Lrle0x_DHBM
Earth, Wind & Fire - Let’s Groove 

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:24
札幌の水道水が再びかなり酷い状態なのは単なる事実です。

目に入ると痛い。

かなりの確率で、この水を飲食している胎児や乳幼児の未来が奪われてますね…(∋_∈)

現在、洗濯と風呂はガマンしましたが、歯磨きは汲み置き水にしようか悩み中…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:33
「ＥＵは空中分解まっしぐら」

どうも関東周辺駐屯の米軍首脳部とか核兵器とかが専用地下鉄で搬出されたようです。

(-_-#)

https://www.youtube.com/watch?v=Lrle0x_DHBM
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３１１の後にもありました。

厚木や太田で怪音。次の日には横須賀が空っぽになっていた…

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:36
何せ私の実家は旧日本軍の巨大地下壕の真上に建っていたので、

実は一部地下機能が現役で使用されていた、そして地下列車が走ると地上に異様な爆音が響き渡

る事実を知っている…
(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:55
月が異様に黄色い。

変に地球に近く見える。

(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:57
不安感と狂気で神経がびりびりしてて眠れないけど、

明日もバイトなのでとにかく横になります。

http://85358.diarynote.jp/
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（２月12日）　バイトは遅番。

http://85358.diarynote.jp/201502120901574407/

Stayin’ Alive !
2015年2月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまして、おはようございます。

前３つ、追加記事ありますので、お立ち寄りください。

もう一曲、いきましょうか。

https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY&spfreload=1
Bee Gees - Stayin’ Alive (1977) 

０８：５２。バイトは遅番。

札幌はマイナス４℃で無風快晴。

地球の炎上、もとい玄奘…でもなくて、現状につきまして、
何が何だか分からず、アタマはまったくマトモな方向には動いておりませんが、

健康と安全と「生き抜くぞ〜！」という気力だけは確保してあります。

日本の震源１００日が、

http://85358.diarynote.jp/201502120901574407/
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まるで「病気になったランチュウ」みたいよね…
★（－－；）★

https://www.youtube.com/watch?v=xN_3nib4r3Y
Earth, Wind & Fire - Getaway (Audio) 

さてさて…

「狭き門より」逃げ出す道を求めて…

今日も、バタ足で…匍匐前進ようそろ〜！
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502121038007383/
消防署に通報するべきかな？

2015年2月12日 環境は、生命圏で、生存権。
雪で「ピサ化」して倒壊しそうだ…
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502121040254944/    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日11:21
やはり海洋プランクトンや藻類の大量死滅により大気中の酸素濃度が下がりつつあるようで。

日帰りで平地から高度2000ｍの山頂まで往復する程度の登山経験ある人たちなら適応も早いでし
ょうが、

被曝で免疫落ちてヘモグロビン減ってる人たちは、

https://www.youtube.com/watch?v=xN_3nib4r3Y
http://85358.diarynote.jp/201502121038007383/
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下手すると脳貧血や肺浮腫から壊死を起こして、

「平地で高山病」起こして死ぬぞ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日11:33
太陽光と紫外線は強烈だけど、昨日のような電磁波びりびり感はありません。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日15:52
韓国原発からの汚染来襲で線量上昇が停まらない福井で、さらに地元原発再稼働してトドメをさ

そうとする奇痴害は葬科学怪が欺罠かどっちだ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日21:17
海自ヘリが行方不明とな？

(-"-;)
脳ベクレ墜落をロコウキョウに仕立てて、そのまま開戦前夜？

(-_-#)
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（２月13日）　おっけー。【創作脳細胞】は、被曝に負けていない。

http://85358.diarynote.jp/201502132100005543/

ねばー・ぎぶあっぷ・らんど…（＾＾；）…

「人生は生き抜くことに価値がある」。

2015年2月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=Cd4ODl5WGxY&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-
awyzx&index=6
KAN　世界でいちばん好きな人

前項、キレてたんで復元しました…☆
＜（－－；）＞

【注意欠陥】脳障害は、被曝の前からの持病？ではあるけど、

被曝後は、ますますひどくなってるなぁ…

cmk2wl @cmk2wl 
· 23時間 23時間前 
Googleトレンド検索　東京都

http://85358.diarynote.jp/201502132100005543/
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記憶力低下

頭に入らない

記憶できない

すぐ忘れる

忘れてしまう 

cmk2wl @cmk2wl 
· 23時間 23時間前 
「 君は、生き残ることができるか？ 」機動戦士ガンダム 

cmk2wl @cmk2wl · 20 時間20 時間前 
Googleトレンド検索　東京都
歌えない

声がでない

声がかすれる

声が出せない

歌が下手

そりゃ、核燃料の微粒子を吸い込んでるんだからね。 
http://pic.twitter.com/409izKQIZQ

こうママ＠人生は生き抜くことに価値がある

@osoujipan @cmk2wl 直接的にもそうだと思いますが、甲状腺やられても記憶力低下
とともに声が出なくなり低音になり音痴になります。私がそうでした。

https://www.youtube.com/watch?v=O-
lcogjGUsI&index=7&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx&spfreload=1
今度君に会ったら（KAN） - aiko

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
PM2.5 愛知県稲沢市稲沢市で 88μg/m3 
https://twitter.com/cmk2wl/status/566002940305874944/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 

http://pic.twitter.com/409izKQIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=O-lcogjGUsI&index=7&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx&spfreload=1
https://twitter.com/cmk2wl/status/566002940305874944/photo/1


昨日12日に引き続いて、日本海側に東電福島原発からの風が回り込んでます。

https://www.youtube.com/watch?
v=qALVIE0IMS4&index=12&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx
めずらしい人生　KAN

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
切迫した生命の危機なのに、優先順位を間違えたら死ぬだけ。

他の事をやっている時間なんて、まったくない。

湯浅がアベがなんて言ってる時間は、残されてない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
まず最初にあなたが、

行動をおこしなさい。

フローレンス・スコーヴェル・シン 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14 分 14 分前 
震源地：三陸沖だ

さっきのはプレート境界じゃないけど、ゆっくりとした「3.11と似た」うすきみ悪い揺
れだな。北海道の先端から東京まで揺らしてる。また増えてきてるよね。三陸沖の地

震

→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/564051663120375809 …）

https://www.youtube.com/watch?v=ryksNPsg00M&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-
awyzx&index=10
50年後も - KAN 

https://www.youtube.com/watch?v=oJyPmKUzouM
Japanese artist,KAN! bye-bye-bye｢バイバイバイ｣アレンジ

https://www.youtube.com/watch?v=GxyzP5-8f3k

https://www.youtube.com/watch?v=qALVIE0IMS4&index=12&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/564051663120375809
https://www.youtube.com/watch?v=ryksNPsg00M&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=oJyPmKUzouM
https://www.youtube.com/watch?v=GxyzP5-8f3k


KAN バイバイバイ〜amami〜
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日21:35
ところで「太宰治＝私の前世？」説もあるですよ…ｗ

発見されたとやらのラクガキみて、

「絵柄が似ている」のでちょっとガクゼン…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日21:57
杉谷好一、が、苦笑いしながら、磯原兄ズが苦手だ…とかぼやいていやがります。

おっけー。【創作脳細胞】は、被曝に負けていない。

タイミングがまだ来てないだけだ…

頭を低くして。

志は高く高く保って…

焦らずに、時節を待て…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日22:57
そうじしそこなった★
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（２月⒕日）　バイト早番で、道路状況不明なので早めのバスに乗る予定につき、もう
時間がありません。

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

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

あらためまして、おはようございます。

０６：３０のタイマーが鳴っちゃいました。

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

ダッシュで情報チェックのみ。

まず曲。（－－；）

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

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
Updated【M7.1】NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 13.8km 2015/02/14 03:59:12
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ax6zgV (USGS)http://j.mp/17uhzRc
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地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M5.9】TAIWAN REGION 25.3km 2015/02/14 05:06:32JST, 2015/02/13 20:06:32UTC
(G)http://j.mp/1Ax2Xvx (USGS)http://j.mp/1D5eWCq

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

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

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

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

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

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

奥尻周辺沖の浅い震源も気になりますが、こういう深発も

http://j.mp/1Ax2Xvx
http://j.mp/1D5eWCq
http://j.mp/1vrnZpe
http://j.mp/17uhzRc
http://j.mp/1CpwyDC
http://j.mp/1D4XU7n
http://j.mp/1KTxS87
http://j.mp/1F6Iss2
https://twitter.com/gaban_a_bag/status/566315831915601920/photo/1


あなどれない

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

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

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

こういう事を国民が指摘していかないとダメになる。日本は。

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

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

て「命に関わる水脈」だよ。

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

てない。人間が近づけないから。近づいたら数時間で死ぬから。

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

うな、すごい事が起こってるのにアンダーコントロールと言う異常な状態

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

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

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

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

すよ

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


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

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

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

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

っと国内の心配しろよって思う

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

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

。火口付近のマグマが溢れるような爆発。鹿児島の友人も「空振が以前とは違う」

と言ってる

はいおまけ。

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

常備薬。

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

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

https://www.youtube.com/watch?v=t1GO-93Nt3c
https://www.youtube.com/watch?v=-cKwxvb7TEs
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502140652592392
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


再現できるほど覚えてるきょくでもないので、これきみの脳内送信？(^_^;)

頼む。もちょっと、

明るい曲にして下さい…(^。^;)

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

σ(^◇^;)。。。

中島みゆきの（荒野より）を

１日歌っている予定…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日7:38
思い出したｗ

これ谷山浩子の「君が壊れた」だ…ｗ(^。^;)ｗ

大丈夫、寝ぼけてただけです。

(^_^;)

ロシアでＭ７、台湾でＭ６、

ほか各地でＭ５Ｍ４が連発中。

札幌は軽く吹雪。

気温プラマイ０℃。

１時間早いバスに乗って、

１０分遅れで安全走行中。

マウモンタイ。(^_^;)

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日7:53
違うね。

やっぱり北太平洋でも完全に

ロシアと同時発震で、Ｍ７級…
ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日8:07
札幌の西の空の雪雲の色が、

なんか変です。

なんか鉛色？

神経過敏なだけかな？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

関東４千万人の強制移住計画が策動され中とか風の噂。

遅すぎるけど、やらないよりはいい。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月⒕日）

http://85358.diarynote.jp/201502141223173076/

ロシアのＭ７地震と

チェルノブイリの被害状況について

全く情報が無い不思議。(-_-#)
2015年2月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
 
札幌から南の空のビリビリ感がまた半端なくなってますが、

死害線スルーで

済ます気だろうか。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日12:32
うっかり買ってしまったブルーベリージャムパンのベクレ具合もパネェ。(-"-;)

ミラノ博とやら、むしろ、

「え？日本の食材て普段は

ＥＵ禁輸なん？何で？」

をアピールしてるよな…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日12:35
紫外線と放射線のＷ攻撃。

欧米はすでにパニックだろうな…

http://85358.diarynote.jp/201502141223173076/
http://85358.diarynote.jp/201502141223173076/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日12:52
「きみのいない日常は、まるで永遠のよう」

それ暗譜で歌ってる？(^_^;)
音素数が全然違うｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日18:49
東京と香川でスパイク。

沖縄で欠測。

なんだこれ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日18:57
「何も考えずに、そこから逃げなさい」横浜。(∋_∈)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502142122177968/

いずいっと、みー？…（＠◇＠；）…
2015年2月14日 日常
 
どわははははッｗ（＾◇＾：）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
キリギリス　ＫＡＮ　歌詞付き 高音質 

知らなかったこの曲！

「偶然」発見…ッ！ｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/
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（２月15日）　バイト早番。道路状況不明。

http://85358.diarynote.jp/201502150640221787/

「沖縄を返せ！」

2015年2月15日 チベット有問題 ！ コメント (1)

おはようございます。０６：１９。

札幌は断続的な強風と吹雪ですが、気温はプラマイほぼゼロと高め。

不穏な気象状況です。

バイト早番。道路状況不明。

（－－；）

今朝は妄想系じゃなくて（？）、「霊界通信系」で、何故か太ゴシックで、

【大工哲弘】という活字が大脳前頭野に大投影されていますので…

まぁ大急ぎで代表曲？を拾って幾つか。

https://www.youtube.com/watch?v=UunWEjoxE_0
沖縄を返せ沖縄に返せ！ 
https://www.youtube.com/watch?v=9_FwmPLpeII
大工哲弘『BLUE YAIMA　ブルーヤイマ』produced by 久保田麻琴　【Album Trailer】

https://www.youtube.com/watch?v=l72XDw3As_Y
大工哲弘 / イリヌミルク 

http://85358.diarynote.jp/201502150640221787/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
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https://www.youtube.com/watch?v=494Wsq_Z-Og
ハートランド　大工哲弘 

…なんで大工さんなんでしょうね…。

辺野古で、何かあったのか、

津波が来る。というメッセージ？なのか…

　…（＠＠；）…

沖縄　4・28　屈辱の日　沖縄を返せ　2013 
https://www.youtube.com/watch?v=vgRQRgNyOFg

https://www.youtube.com/watch?v=wkDN9LAAPk0
【Megurine Luka】 沖縄を返せ.：Chanson de la réversion de mouvement Okinawa 【Vocaloid
2】；巡音ルカ 

https://www.youtube.com/watch?v=SsEPjPfD4g8
大工哲弘　がんばろう　JINTA INTERNATIONALE

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月17日8:51
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
「ハカ（Haka）」。このダンスはニュージーランド先住民マオリ（Maori）の神聖な伝統文化だ。
それにもかかわらず英国や日本の企業などが無断でハカをまねて営利目的に悪用しており、マオ

リたちは怒っている

http://www.afpbb.com/articles/-/3063391 …

https://www.youtube.com/watch?v=494Wsq_Z-Og
https://www.youtube.com/watch?v=vgRQRgNyOFg
https://www.youtube.com/watch?v=wkDN9LAAPk0
https://www.youtube.com/watch?v=SsEPjPfD4g8
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（２月16日）　バイト遅番。バカ客の万里の壁に囲まれに逝ってきますよ…。

http://85358.diarynote.jp/201502160900529433/
【痴情】の星座…（－－；）…（付：タイトルロールｗ）
2015年2月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０８：４０。

バイト遅番。

気温はプラス。

どう考えても異常な勢いの風は収まらず、雪がどんどん融けていってます…
（－－；）

…まずは景気づけに一曲…。
https://www.youtube.com/watch?v=Ef4tiaPw0Mo
Europe - Stormwind (Lyrics) 

いやぁ〜、それにしてもみごとに「点線」が入ってますわ、

ニッポンろしあんルー列島…
…＜（－－；）＞…

https://www.youtube.com/watch?v=OtiDXKk3B_s
Tokio Hotel - Stormy Weather

http://85358.diarynote.jp/201502160900529433/
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で？

原発が何基あるって…？
…正気…？？

https://www.youtube.com/watch?v=kZeQQa2TxeI
Cataclysm SoundTrack - Stormwind

…あ、「今朝のタイトル」は、これです（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=KHetzpdf620
Chijou no Seiza 「地上の星座」　A constellation Above Earth

https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502160950382088/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日9:52
さて。バカ客の万里の壁に囲まれた、バイトに逝ってきますよ…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日10:42
現在、私のアタマと通勤バスは完全に動きが停まっております…(・_・;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

「計４８時間２０分の長旅」。

2015年2月16日 旅行 コメント (3)
札幌発

トワイライトエクスプレス。

https://www.youtube.com/watch?v=kZeQQa2TxeI
https://www.youtube.com/watch?v=KHetzpdf620
https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
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青森駅で２４時間の足留め。

…正直に言おう。

…乗りたかった…ッ！(^。^;)！
 
 
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日16:55
 
 
異常睡魔。(∋_∈)
でかい地震が

時空間ともに近そうだ…

http://85358.diarynote.jp/


（２月17日）　なぜか今月２回目の「３連休」です…なぜだ…（＾＾；）？

http://85358.diarynote.jp/201502170855594194/

３連休〜ッ、っっっ！♪

2015年2月17日 日常 コメント (1)

おはようございます。

０８：４６です。

なぜか今月２回目の「３連休」です…なぜだ…（＾＾；）？

札幌は快晴無風。気温プラス２℃。

雪がものすごい勢いで溶けていきます。

朝日新聞が「安倍内閣の支持率上昇」とか大ウソ大本営発表やってる…
（ーー＃）

世も末です。

まぁ本日の予定はパソコンで妄想遊び系と、

海外逃亡の際には持って行くはずがない不要「紙様」の選別処分と、

床掃除と洗濯＋入浴。

あまりにもお天気が良いので、気分次第では買い出しに行っちゃうかもしれませんが…

http://85358.diarynote.jp/201502170855594194/
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雪、融け溶けで、泥沼かなぁ…道…

…ｗ（ーー；）ｗ…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日9:02
ちっと作業中断します。

http://85358.diarynote.jp/
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（２月20日）ひたすら金儲けの論理で慣れない工員に過重労働をさせ追い詰め、怒っ
た工員が仕事を手抜き。⇒タカタの倒産は時間の問題。

http://85358.diarynote.jp/201502200602219919/

「毎日１６時間勤務 ３６０日連続勤務も可能 厚
労省 残業代ゼロ」
2015年2月20日 労働／対価　 コメント (3)
 
だってさ。┐(’〜`；)┌

まぁ働く以前に、

住んでられない、

フクイチ遇う主ビッツ。

なんだけどね…

(ノ-o-)ノ　┫
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日6:40
「バヌアツ揺れると日本も揺れる」

「２月２２日がこわい」

さっきは霊界一斉通信で「新世界より」が鳴ったんだよね…
(-"-;)

後で貼ります。

http://85358.diarynote.jp/201502200602219919/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日6:41
どっかのバカのせいで涙腺壊れて涙と鼻水が止まらないッ

(ToT)

今日はバイトなのに〜ッ(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:00
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 18時間 18時間前 
タカタの倒産は時間の問題

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150514/k10010079591000.html …
なぜこうなった？

国内の熟練工員を「労賃が高く儲からない」という理由でリストラしメキシコなど労賃の安い海

外に工場移転

ひたすら金儲けの論理で慣れない工員に過重労働をさせ追い詰め、

怒った工員が仕事を手抜き

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月21日）　０６：２７．バイト早番。あと２０分。

http://85358.diarynote.jp/201502210643071646/

殺ポロ？vs. 頭狂…？
2015年2月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M5.3】HOKKAIDO, JAPAN REGION 57.2km 2015/02/21 04:28:27JST, 2015/02/20
19:28:27UTC
(G)http://j.mp/1AdjXX0 (USGS)http://j.mp/1vPpH4a

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約60km M5.1 21日04時28分頃発生 
(G)http://j.mp/1EyscwF (気象庁)http://j.mp/1AYsVZ8

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M2.6】十勝地方 深さ97.4km 2015/02/20 23:55:57
(G)http://j.mp/1vleEEF (Y)http://j.mp/1AXXuxP
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https://www.youtube.com/watch?v=4aCtxyY37_Q
TM NETWORK - 金曜日のライオン(Take it to the lucky) 
（土曜日だけど。）ｄ（＾＾；）

あらためまして、おはようございます。

０６：２７．バイト早番。あと２０分。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日4:47

ぶははははｗ

おかしな精神状態に陥ったまま泣き寝入りして、ふわっと目が覚めてから時計が鳴っ

たなと、

思ったら、すぐそばでＭ５。

┐(’〜`；)┌

こりゃやっぱり、札幌直下とか泊原発直撃地震もアリか…

(・ω・;)(;・ω・)

どこにいようと死のうと生きようと、

私はどうせすでに「アタマおかしい」んだから、

「私らしく」「ふつうに」存在してやるさ〜ッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&list=RD4aCtxyY37_Q
TM NETWORK - Children of the New Century

地震マップ @eq_map 

https://www.youtube.com/watch?v=4aCtxyY37_Q
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&list=RD4aCtxyY37_Q


· 1時間 1時間前 
【M2.7】東京都 深さ115.7km 2015/02/21 05:06:11
(G)http://j.mp/188fsD3 (Y)http://j.mp/1MFxrQJ

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M2.7】茨城県東方沖 深さ31.0km 2015/02/21 03:41:37 http://j.mp/1BvymzK

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M2.6】茨城県南部 深さ39.4km 2015/02/21 02:58:09
(G)http://j.mp/1GcnMN5 (Y)http://j.mp/1EybgWZ

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第4報)◆◆【M3.4】茨城県沖 深さ40km 2015/02/21 02:12:36
発生 最大予測震度2 http://j.mp/1CT1oF0

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M2.8】房総半島東方沖 深さ6.0km 2015/02/21 00:23:10 http://j.mp/1AcI2gE

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.7】栃木県北部 深さ3.1km 2015/02/20 21:48:29
(G)http://j.mp/1w4RROa (Y)http://j.mp/1CTlvoY

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw&list=RD4aCtxyY37_Q&index=9
Still love her(失われた風景) -TM NETWORK 

さて…（－－；）

ヤサグレまくった気分のままで、バイトに逝ってきますよ…。

       

http://j.mp/188fsD3
http://j.mp/1MFxrQJ
http://j.mp/1BvymzK
http://j.mp/1GcnMN5
http://j.mp/1EybgWZ
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http://j.mp/1AcI2gE
http://j.mp/1w4RROa
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https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw&list=RD4aCtxyY37_Q&index=9


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日7:51
辺野古の皆さんには心の底からお悔やみを申し上げる。

この上は一刻も早く、

この苦荷なんか棄てて、

大きな素敵なサバニを誂えて、

…ニライカナイへ、移住をしましょう…

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


（２月22日）　バイトは早番。

http://85358.diarynote.jp/201502220648043093/

不可能な夢を視る。

2015年2月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

 
おはようございます。

０６：３５です。

札幌は不気味な強風。

予報は夜から「雨」！（＠＠；）！

バイトは早番。

音楽は昨日の流れでこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&index=2&list=RD4aCtxyY37_Q
TM NETWORK - Children of the New Century 

環太平洋全域が揺れ揺れ。重力波があっちゃこっちゃしていて、

船酔いしそう…（〜〜；）

https://www.youtube.com/watch?v=fFj_jdBgJWo&index=6&list=RD4aCtxyY37_Q
TM NETWORK / KISS YOU 

http://85358.diarynote.jp/201502220648043093/
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http://85358.diarynote.jp/201502220648043093/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150222/85358_201502220648043093_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150222/85358_201502220648043093_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150222/85358_201502220648043093_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&index=2&list=RD4aCtxyY37_Q
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…そして、「浜岡原発直撃」地震なんですねぇ…ｗｗｗｗｗ

（そして、地図の範囲内にね。私の母と弟のいる家が、入っているという…★）

…あ、でも先に高知がキテますね…ｗｗｗｗ

揺れるか。東南海…！
…ｗ（－－；）ｗ…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日7:31
なんと言うかミサンガ的な意味合いでくっつけていた貰い物のマスコットの糸が、ついに今朝切

れた。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日8:00
「北区 赤羽 水道水 公害 家族全員がおかしい」

「ワクチン 神経毒 自閉症」…それだ、私！(ΘoΘ;)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日8:33
「石綿被害認定 １万人」

被爆の被害は１億人。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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2015年2月22日8:35
２分前に足元２３６kmでＭ４。

三陸はるか沖マシンガン状態。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日13:16
なんとも嫌な揺れ具合。(-_-#)

私達はどんどん良い方向に、

世界はどんどん悪い方向に、

急速に分離旋回中。

 
 

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


警察に被害届け提出。（この私に蹴りを入れるたぁ、イイ度胸だドサンピン！）
　（2015年2月22日）

http://85358.diarynote.jp/201502221332254410/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日18:27
バイト終了。

プチ厄ぽかったけど大禍なし。

かと思ったらヤクザ。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502221829369100/

傷害罪。犯人逃走。

2015年2月22日 日常 コメント (2)
 
警察に被害届け提出。

怪我はありません。

写真は帰宅次第抹消します。

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日20:26
半田屋でカレー食べて

おなかいっぱい。o(^-^)o

ちょ〜念のため、人通りが多めの道を迂回して帰ります。

(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（この私に蹴りを入れるたぁ、

イイ度胸だドサンピン！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日22:11
警察の調べによると、登録されている車の持ち主と、私が証言した暴行犯の特徴が一致しない。

（しかし盗難車でもない）とのことで…、

どうも別の事件の手がかりを「偶然」提出したかのよーな気配もしたりする？

ので、…？（＾＾；）？…

とりあえず「証拠写真」はネット上から抹消しておきます。

あ、チンピラが横断歩道を塞ぐ形で止めてた車を迂回しようとして、車体にカラダが当たった

ぞどーしてくれる！と定番すぎるインネンつけられて絡まれて、

こっちが全然ひるまなかったもので、悔し紛れに腰骨めがけて一発蹴り入れてきやがって、

こっちが全然ひるまずに指つきつけて「傷害罪！」「誰かこいつ捕まえて！」と叫んだら…

路上に車を停めたまま、犯人は二本の脚で走って逃げやがりました…ｗ

（間抜けすぎる！）

残された車のナンバープレートの写真撮って警察に画像提出して、元気にごはん食べて歩いて帰

ってきました。

（＾＾；）

そして「例によって」私が家にぶじ帰投して、玄関しめたとたんに、突風が吹き荒れて、豪雨が

降り始めたさ…ｗｗｗｗｗ

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


（２月23日）　休みなのでも少し寝ます。

http://85358.diarynote.jp/201502230153157984/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日2:03
うん。（＾＾；）

もう、眠る。

とにかく、横になる…。

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日8:18
起きましたが、寝不足が溜まってて休みなのでも少し寝ます。

(^_^;)

「津軽海峡〜陸奥湾・函館二重津波」ドンピシャリ予想震源域揺れました。

(・_・;)

沿岸のかた、警戒して下さい。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502231214499666/
「ストロンチウムなどのベータ線核種の高濃度汚染水が、約240倍の濃度で海に漏れちゃいました
。原因も不明。」

2015年2月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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すでにこんにちはのお時間でございます。

１１：５５。ｗ（＾＾；）ｗ

寝てました☆

２連休の１日目。予定はお風呂と買い物。

まずは「昨夜の続き」で一曲目…（笑）

https://www.youtube.com/watch?v=jJ6rX532Zts
槇原敬之 - 明けない夜が来ることはない (2005年 日本武道館) 

札幌は異常なプラス気温続きで一カ月半くらい早く積雪が溶けて無くなってしまいそうな勢い

です。

…除雪屋さんたちが失業している…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=xUMi7KcKD9U
Def Tech - Rays of Light 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 17時間 17時間前 
夕方の最新の報道によりますと、

「ストロンチウムなどのベータ線核種の高濃度汚染水が、約240倍の濃度で海に漏れち
ゃいました。原因も不明。」となってますので、たぶん、過去の事例からすると、240
倍どころではないと、思われます。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569440772539305984/photo/1

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150223/85358_201502231214499666_2.jpg
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cmk2wlさんがリツイート 
take_tk @take_tk 
· 16時間 16時間前 
あのときに西風だったのは運がよかった。（米空母に直撃したわけだが…）。
いま、関東地方で住んでいけるのは、運がよかっただけだ。

@cmk2wl @bilderberg54 
３月の爆発直後の衛星写真。日本のマスメディアで報道されたか？ 
https://twitter.com/take_tk/status/569456567113789441/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=V2l2pqlQUcQ
だいじょうぶマイ・フレンド　加藤和彦（’83）

…いや…（－－；）…

だいじょうぶじゃ、

ない事態なんじゃ、

ないかな…（－－；）…

https://twitter.com/take_tk/status/569456567113789441/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=V2l2pqlQUcQ


（２月25日）　遅番２連勤。体調不良。休みたい。（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201502242230468199/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日4:46
 
暴走妄想系とは全く無関係に、ものすごくうんざりするくせに変に細部まで細かい珍妙な夢を観

ましたが(-_-#)

ざっくり心理分析しちゃうと、千葉の実姉と神奈川の実母は自ら死地に飛び込んで死に、傍観し

ていた実弟だけは、運が良ければ助かるかも…という、まぁ今さらな内容でした。
┐(-"-;)┌

バイト早番。

も少し寝ます。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502250631182213/

大失敗ｗ(^。^;)ｗ
2015年2月25日 環境は、生命圏で、生存権。
　

昨日ちゃんと確認しないまま、

何故か今日はバイト早番だと、

思い込んでいたんですが(^_^;)
いま見たら逆で、遅番２連勤。

┐(’〜`；)┌

まぁ、着替えとか始める前に、

気がついて良かった…(^。^;)

も少し寝ます。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201502250631182213/
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和ｍさあ、

06時31分。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Long Way Home 。。。
2015年2月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

あらためまして、おはようございます。

再起床０９：０４。

体調不良。（－－；）

重力波の異常と被曝性の成分貧血？が同時発症しているのか、超絶、目が回って、ふらふらぐら

ぐらです…（－－；）…★

バイト休みたい。（－－；）

とりあえず徒歩通勤は絶対無理そうなので、バスに決定…。

昨日の続きなカンジで曲はここからかな…

https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4
The Sound of Silence (Original Version from 1964) 
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502250946058262/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150225/85358_201502250946058262_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150225/85358_201502250946058262_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150225/85358_201502250946058262_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4


おや（＾＾；）これも「私と同じ歳」の音楽だった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA
Led Zeppelin - Stairway To Heaven

ぅわ★この絵みたら、別の（アンハッピーエンドだった）前世記憶を思い出しちゃったぞ…（－
－＃）

だから私は別にケンカしたくてしてるわけじゃないんだーーーーーっ！

（－－；）

うーん、ぴったりの曲を発見…☆

　ｗ（ーー；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?
v=inu2N03AqTI&list=PLEsHiRjMZWyC09Riaa8N3aC3QuhdRefep
鬼束ちひろ - 眩暈

…思いついたタイトルで検索してみたら、一発でそのまんまの曲が出たよ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=0bj4i-sW44s
Gareth Emery - Long Way Home [Official Video] 

参照魚〜☆

http://76519.diarynote.jp/200605200011070000/

さて…

現代日本の「死刑囚」って、きっと、こんな気分だよねぇ…？

とか、ぐれながら、バイトに逝ってきますよ…。

地震マップ @eq_map 
· 47 分 47 分前 
【M5.1】DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 10.0km 2015/02/25 08:43:18
JST[UTC+9]

https://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA
https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI&list=PLEsHiRjMZWyC09Riaa8N3aC3QuhdRefep
https://www.youtube.com/watch?v=0bj4i-sW44s
http://76519.diarynote.jp/200605200011070000/


(G)http://j.mp/1wm9PvN (USGS)http://j.mp/1afVk2o

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日9:47
あ、６分目の画像の滝に生きたい…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日8:41
〜０４９９９７２、

＞０５０００４７．

惜しい…９９９９９を観たかった…（＾＾；）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日22:16
 
 
無事帰投。

大禍は無かったです。

ご飯食べてお風呂入ってきます。

札幌は２月末なのに雨！(-"-;)

http://j.mp/1wm9PvN
http://j.mp/1afVk2o
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月27日）　バイトは中番。札幌は雨。まだ２月なのに…

http://85358.diarynote.jp/201502270854251745/

ESCALATION！ｗ
2015年2月27日 音楽 コメント (8)

おはようございます。０８：４６。

バイトは中番。

札幌は雨。

（〜〜；）

まだ２月なのに…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日9:42
二重ミスっ(・ω・;)(;・ω・)

さっき起き抜けに、何故か、
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さっき起き抜けに、何故か、

「今朝は２６日の金曜日と思っていたけど実は２７日の土曜日だった」という勘違いをやらか

して、

「燃やすゴミ」を出し損ねた挙げ句、

バス停に着いてしまってから、

「正しくは２７日の金曜日」だったと認識しなおしました…
┐(’〜`；)┌

まぁ、バス待ち時間が３分延びただけですけどね。(^_^;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日20:20
 
バイト終了。(-_-#)
ぷち厄日で、ちょ〜機嫌が悪いですなう。(`ヘ´)

徒歩帰宅予定。

楽しい話はまた後で〜☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日20:22
津軽海峡Ｍ３。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日22:12
先ほど無事帰投。

メシフロネル。(^_^;)
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（２月28日）　「正常性バイアス」という狂気の中で、バイトに逝ってきますよ
…★（内臓痛い！脾臓が痛い…！）

http://85358.diarynote.jp/201502280651077765/

犬HKは確か、90年代に特番をやっていた。

でもYOUTUBEは削除された。
2015年2月28日 音楽 コメント (1)
　

おはようございます。

０６：３０の目覚ましが鳴り響ています。

バイト早番。（－－；）

あと１５分。

音楽は昨夜の続きでこれが鳴り始めましたが…
https://www.youtube.com/watch?v=pojiwQldQ58
Yesterday once more Carpenters with lyrics English&Japanese訳詞付 

これじゃ目が醒めんわな…
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s
Abba - Dancing Queen

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
チェルノブイリ事故時の作業員の人なんかは、こういう症状が酷く「ある日、自動車

の運転の仕方が、わからなくなった。」とか「買い物に行っても、何を買いに来た

のか？も忘れた」など。内部被曝は、脳神経系もやられると、犬HKは確か、90年代に
特番をやっていた。でもYOUTUBEは削除された。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
被曝の影響は
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「甲状腺ガン」とか「心筋梗塞」とか、他にもいろいろあるけど、最も多いのが「な

んだか具合が悪いなぁ」とか「異常な眠気や倦怠感」とか「なんで、うちの子は風

邪ばっかり、ひくの？なんだか弱いね」とか、そういう事も内部被曝が原因と言われ

ていますよね。つまりは「ぶらぶら病」です

昨日の異様な眠気はＭ７発震の前触れで、機嫌が悪かったのは、微量だけど札幌まで奇ガスが到

達していたせい。（－－＃）

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
2013年にも「放射性蒸気の間欠泉」ってENEニュースで言われてたっけ。
敷地の地面から吹き出す蒸気。1:35秒あたりから。
https://www.youtube.com/watch?v=IC6cuF8AQF8#t=96 …

そして私がアホなのは元からで、最近さらに常識とか理性とか見栄とかプライドとかとかが崩壊

しているのは、被曝と地震恐怖（ストレス）のせいだけど…

https://www.youtube.com/watch?v=XEjLoHdbVeE
Abba - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) 

そして今朝がたの「深層心理の自発的自己分析的な夢」で…
（－－；）

さらに新たに、

「ワガママ過ぎる自分の欲求」という内面問題

（ばかばかしすぎる！…でも深刻？）

に直面しちゃいまして、現在さらに機嫌がサイアクですが…（－－＃）…★

（怒っているのは「自分に対して」！）

こんなに「世俗的煩悩」だらけじゃ、

やっぱりまだまだ糖分、解脱も成仏も、できそうにないですが…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=IC6cuF8AQF8#t=96
https://www.youtube.com/watch?v=XEjLoHdbVeE


せめて今生でも最期はこの歌のように去りたいものですので…

https://www.youtube.com/watch?v=MfM9gQkfwyg
ABBA - Thank You for the Music

…＜（〜〜；）＞…

…精進しますぅ…☆

…拾い物。びっくり（＠＠；）男声…！
https://www.youtube.com/watch?v=eNvUS-6PTbs
Modern Talking - Cheri Cheri Lady 

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
そしてグラフでも確認できるように、2月の後半（つまり現在）も臨界している。
そしてグラフの上昇原因は偏西風にのって地球周回なのか、スカイシャインなのか。

　

おそらく偏西風。理由は雪が降ったから。臨界と寒さがセットになって雪を降らせた

。そして地上の風が関係してないから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
年末に大規模な臨界があった。隠すためにウクライナ等の原発事故がささやかれた。

そして15年1月末に次の臨界。臨界は大気の状態を変化させ、いくつかの県で降雪を。
それによって空間線量がガクンと低下。違う県では上昇して、全国に添付のピークを

。

…さて…

０６：５０．

https://www.youtube.com/watch?v=MfM9gQkfwyg
https://www.youtube.com/watch?v=eNvUS-6PTbs


「正常性バイアス」という狂気の中で、バイトに逝ってきますよ…★
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日8:35
プレステが顧客情報を

消しちゃった！(‾○‾;)とか
本当に脳ベクレ過ぎ。(・_・;)
なんの予防措置もとってなかったのか？(-"-;)

もういつ「うっかり核戦争」とかあるやら…
(・ω・;)(;・ω・)

（内臓痛い！脾臓が痛い…！） 
(ToT)
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（２月28日）　バイト終了。プチ厄日続行中。

http://85358.diarynote.jp/201502281335039479/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日18:24
バイト終了。プチ厄日続行中。

(∋_∈)

昨日おととい現在の奇ガス被曝量が自覚を超えていたらしく、脱被曝性の不正出血が再発。

(・_・;)

早番あがりの「銭湯出撃！」

o(^-^)o予定でしたが、

あらゆるファクターが「今日は早く帰って寝とけ！」と指示しているので、安全確保を最優先に

します。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日20:23
無事帰投。(∋_∈)
とにかく色々、心身ともにコンディション激悪です。(∋_∈)
なんか食べたら娯しいこと考えて、ちゃっちゃと寝ます…
(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日20:51
ネバダとボスニアヘルツェゴビナって、【地殻核】攻撃以外の何なわけ…？（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日21:00
「今すぐ逃げるべきレベル」

。。。(〃_ _)σ‖…
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ボリス・コーネフ（違）が暗殺されたり、

ミスタースポックがカトルキャ〜入りになったり…
。。。(〃_ _)σ‖

寝ます。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月1日5:47
よく眠れました。ありがとう。

(^-^)g

左のオヤシラズが上下２本同時に無理やり狭い空間に生えて来ようとしている激痛以外は体調

復旧。

一説によるとオヤシラズは前世記憶と関連してるそうなので、

(^_^;)
この痛さは自業自得と思って耐えます。(-.-;)

もちょっと寝ます。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/
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（２０１５年０３月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年０３月）
 
 



（３月１日）　バイトは遅番。筋肉量維持のため徒歩通勤。の予定ですが、西南の風が
冷たそう…

http://85358.diarynote.jp/201503010855136487/

ＶＩＶＡ！　（＋１）

2015年3月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
あらためまして、おはようございます。

０８：４０。

バイトは遅番。

体調は低め堅調。

筋肉量維持のため徒歩通勤。の予定ですが、西南の風が冷たそう…（＾＾；）…
（線量は低め！）（＾＾）

https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw
Europe - The Final Countdown (Official Video) 

曲は何故か悠宙舞さんが勝手にこれを選曲してくれました…

ｗ（＾へ＾；）ｗ

何故だ。何故いきなり、この曲なんだ…？？？

…（００；）…

（しかもこのあとずーーーーーっと！６曲ぐらいファイナルカウントダウンだけ演奏し続けるよ

うだったのでした…＜（〜〜；）＞…。）

じゃあ、「カウントダウンつながり」で…☆
ＴＭＮ…と、思ったけど気分じゃないのでやめた…ｗ

楽しいのを聴きましょう♪
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https://www.youtube.com/watch?v=V_7BhkGcCis&list=PLAFA629374A6C0532
Bond - Viva （＝「生きろ！」）

…で…？（＝＝＃）…

福岡（韓国原発か？）は、何をヤラカシタんだ、この線量上昇…。
…（＝＝；）…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13時間 13時間前 
高知県の放射線量

最近、頻繁に、高知〜香川県に「ミニスパイク」が出る。今日は同時刻の18時頃、高
知と島根県に出てる。こないだから「地中の地震データ」に異常値も出てるから、そ

の影響による『ノイズ』か？と思ったけど、原発で漏れてる？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
ロシアも大変な事態になってるな。

「プーチン政権を厳しく批判していたロシアの野党指導者、ボリス・ネムツォフ氏が

、射殺された。（暗殺とみられている）

詳細（http://www.asahi.com/articles/ASH2X2DN7H2XUHBI003.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/571504106918969345/photo/1

…ど〜しても「ボリス・コーネフ氏」と読めてしまう銀河英雄伝説ファンは、私ひとりではある
まい…（－－；）…。

くじけるなロシア民主化運動！

中国もがんばれ！

https://www.youtube.com/watch?v=6zE558K3Xo8&list=PLAFA629374A6C0532&index=17
Bond - Victory 

https://www.youtube.com/watch?v=V_7BhkGcCis&list=PLAFA629374A6C0532
http://www.asahi.com/articles/ASH2X2DN7H2XUHBI003.html
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https://www.youtube.com/watch?v=6zE558K3Xo8&list=PLAFA629374A6C0532&index=17


 
 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月1日8:57
…０５００…

…３…１１…（＠＠；）…。
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（３月１日）　さっきバイトで話した北陸民は６０歳なのに８０歳なみの認知崩壊っぷ
りでした…

http://85358.diarynote.jp/201503011555343086/

3月1日の日記
2015年3月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

「深発地震 微調整」
規模は小さめだけど、連発具合がハンパない。(・_・;)

いよいよ絶望的。

断続的な奇ガス被曝性の不正出血が止まりません。(-_-#)

札幌にすら、かなりキテいる奇ガス…(∋_∈)

さっきバイトで話した北陸民は６０歳なのに８０歳なみの認知崩壊っぷりでした…

(∋_∈)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月1日16:02
書くことを忘れていた。(-"-;)

肺の細胞がかなり欠損しています。(ToT)

血液は質量ともに足りているし酸素濃度もそんなに下がってないのに、…

深呼吸しても酸素がうまく取り込めない。(ToT)

息苦しい…(ノ_＜。)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月1日16:04
でもガスコンロも不調だった。

酸素濃度が低い可能性もあり。

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月1日16:08
そしてさらに太陽フレア…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月1日22:01
色々不調。(∋_∈)
買い物運だけ良好。(^_^;)
とにかくまっすぐ帰って

すぐ寝ます…(-"-;)
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（３月２日）　チャイドルの労働条件とか、人格（発達）保障って…

http://85358.diarynote.jp/201503021958297094/

これは【児童ポルノ】じゃないのか…？
2015年3月2日 労働／対価　 コメント (2)
オヤと「経営者」のカオが見たい…（＝＝＃）…。

https://www.youtube.com/watch?v=tO1duIdcQjI
Berryz工房「なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW？」 (MV)

…このくらいなら「年齢相応」で「健全」だけど。さぁ…
https://www.youtube.com/watch?v=sGoBpGmjow8
Berryz工房「ファイティングポーズはダテじゃない！」 (MV) 

チャイドルの労働条件とか、人格（発達）保障って…

どうなってるの…？？（〜〜；）？？
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月2日20:01
１コ目はユーロ基準とかだったら完全にアウトだと思う…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月2日20:02
だいたい「痩せすぎ」だぞこの餓鬼娘ども！

（－－；）
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ちゃんと食べさせてないんじゃないのか…？

（江戸時代の半玉みたいな痩せかた！）

 



バイトは中番。時刻表を平日と休日と読み間違えてプチ遭難中…(-"-;) 　（３月３日）

http://85358.diarynote.jp/201503030811085177/

「壁に交渉してみようよ」。

2015年3月3日 恋愛 コメント (5)
　

あらためまして、おはようございます。

０７：４１です。

バイトは中番。

札幌は絶好天。（＾＾）

なぜか悠宙舞さんが昨日の続きで？

こんなのを「推薦」してくれたので、

笑いながら視聴しております…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=XTVVXzoKnbE
この坂どうやって登るのかちょっと考えようぜ【2ch】

うはははは…ｗ（＾◇＾；）ｗ
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月3日20:51
 
バイトは終了。

買い物終了。

さくさくバス帰宅…
と思ったら、時刻表を平日と休日と読み間違えていて(-"-;)
プチ遭難中…(-"-;)
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 http://85358.diarynote.jp/201503032146018303/

でもねぇ。(・_・;)
2015年3月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
被曝症状がじわじわ拡がってるんだよ。(-"-;)

がんはるけど。(^_^;)

力尽きたらごめんね？

また来世でがんばるからね？

(^_^;)
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月3日21:58
激眠い。(∋_∈)
デカイ地震が来るなこれは。

(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月3日22:30
なんとか無事帰投。

凄まじい頭重感と眠気。

札幌は例年より一月以上早い

雪融け。(・_・;)

除雪屋さんたちが、あと３日もすれば消えて無くなりそうな残骸相手に、悲愴な「予算消化試合

」を始めました…(T_T)

虚しかろう。可哀想に…(;_;)
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精神不調。

家事だけやって寝ます。

揺れるよ〜…
 
 



（３月４日）　昨日バスで隣にいたおじさん。あれ、死んでたわ…（座ったまま突然死
）

http://85358.diarynote.jp/201503032146018303/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日5:54
精神状態乱調。

再び不正出血。

危ガス被曝による内分泌撹乱。

現在、日本列島全域、海に囲われた史上最大の「民族浄化」なアウシュビッツのガス室です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

精神乱調。

あとから気がついたんだけど、

昨日バスで隣にいたおじさん。

あれ、死んでたわ…（座ったまま突然死）

始まってるよ、札幌ですら。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日5:57
もうがんばりたくない。

なぜ、楽しいはずの現実逃避の「妄想」の中ですら、頑張って頑張って頑張りぬかないと、

存在していていいと、許可してもらえないんだろう…

（これ完全に鬱病再発？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日7:39
起きました。

心身低調。
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バイト中番。

歩くと倒れそうなのでバス通勤にします。

 



（３月４日）　起立性貧血。隊長不安定。バス通勤は問題なし。

http://85358.diarynote.jp/201503040901175127/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日9:03
 
タイマー鳴りました。

バイトにいってきます。

ニホンも地球も生態系も、もう知らんわ★

 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日10:15
 
　

札幌はプラス気温で線量も高い吹雪という嫌〜な気象条件。

バス通勤は問題なし。

激眠続行中。

まだまだ揺れます。

本当にこの釜茹で放射能地獄から自力で逃げる方法が見つからない。(∋_∈)

昨日買った宝くじの抽選日は明日なので。(^_^;)

やっぱり神頼みしかないのか〜

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日10:32
根室と十勝でＭ３連発。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日12:49
 
起立性貧血。(∋_∈)
体調不安定。(∋_∈)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503041451487366/

前項コメント欄の続き。(^_^;)
2015年3月4日 恋愛 コメント (8)
激睡魔続行中。

まだまだドカンと揺れるよ！

(∋_∈)

札幌でも被曝性体調不良者続出してるけど、ほとんどは風邪か更年期障害だと思ってる…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日20:13
 
むしろ地震が止まっているので怖いね。(・_・;)

富士通と京セラの頑丈な端末とやら欲しいな♪

o(^-^)o
ＥＵ行ったら、それにしよう♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日20:17
バイト終了。

筋力維持のため歩帰宅ですが、

http://85358.diarynote.jp/
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危ガスを吸うと内分泌撹乱で？

疑似ウツになる？ようなので、

  

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日21:51
無事帰投。

線量低め。(^_^)v
心身堅調。

家事やってごはん食べて

マンガ読んで寝ます。(*^_^*)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月4日23:29
地震が止まっていて恐い。

(・_・;)
そして立川断層が割れ始めた…
ヽ（・＿・；）ノ
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（３月５日）　気がついたらあっというまに、すでに４回目の？「３．１１」を、迎え
つつある…（－－；）…。

http://85358.diarynote.jp/201503050835271859/

ひとりぼっちじゃないんだ…♪（＾ｗ＾）♪
2015年3月5日 恋愛 コメント (1)
　

おはようございます。

０８：１６です。

バイトは中番。

バス通勤予定。

心身低め堅調。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…さて。
札幌は通年より一カ月以上早い消雪を迎えつつあり。

フクイチと地球環境の破壊っぷりは、もうどうしようもありませんが。

とりあえず、気がついたらあっというまに、すでに４回目の？「３．１１」を、迎えつつある

…（－－；）…。

ちょっとだけ時間があるので、過去録を振り返ってみましょう…。
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https://www.youtube.com/watch?v=jBhnPNaW9gA
新・八犬伝ED　　夕焼けの空
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日8:45
惜しいッ（＾＾；）

０５００６９９、…を観て、
その次みたら、

０５００７０１．に飛んでた…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 http://85358.diarynote.jp/201503050903081474/

もう限界

2015年3月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=jBhnPNaW9gA
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さて。「２０１０年の今日」の日記を

http://85358.diarynote.jp/?day=20100305
ざっと読み返してみて、

とにかくどんなに大迂回を強いられても、

「私はちゃんとまっすぐ進んでる」…と、

自信が持てました。（＾ｗ＾）ｇ

うん。このみち、この方向。

ゆっくりでも、へたれても、まっすぐ。まっすぐ…。
 
進んでいけば。

どこかで、逢えるよね…？

https://www.youtube.com/watch?v=-2FFI4CZWMI
russell watson and hayley westenra time to say goodbye 

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M2.7】日高山脈 深さ54.7km 2015/03/05 06:47:36
(G)http://j.mp/1BT4wWF (Y)http://j.mp/1B3gBGx

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M2.5】根室地方 深さ17.9km 2015/03/05 06:22:15
(G)http://j.mp/1M6zcDl (Y)http://j.mp/1EhaK33

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150305/85358_201503050903081474_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/?day=20100305
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【M3.6】網走地方 深さ285.2km 2015/03/05 01:06:26
(G)http://j.mp/1GSEwZY (Y)http://j.mp/1BSIdAx (アニメ)http://j.mp/1FWIobe

地震マップ @eq_map 
· 17時間 17時間前 
【M2.7】東京都 深さ112.5km 2015/03/04 16:10:29
(G)http://j.mp/1Ej4DJT (Y)http://j.mp/1AGuBkK

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
今日、太平洋岸で気温が急上昇したらしいけど、3000mから30000mまでの偏西風は、
能登半島あたりの緯度で上むきにカーブしていた。

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【拡散】tokaiama フクイチ二号機の圧力上昇情報の真偽がはっきりしないが、もし、
このまま上昇が続けば間違いなくベントになる 臨界ベントなので放射能が再び大量に
放出される 線量計に注意し、１マイクロを超えるようなら遠方に避難すべきだろう

cmk2wl @cmk2wl 
· 49分 49分前 
待合室に置いてあったテレビ。異様だった。マイクを向けられた一般人もキャスター

も芸ノージンもお天気おじさんも、滑舌が悪いどころか呂律がまわってない。番組内

容も相変わらず異常だし、福一建屋から 1キロ地点にスーツネクタイ姿のレポーター
を送ってる。

本当に狂ってるのだろうか…。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
男はもうダメだと思う。訳のわからない観念にヒエラルキー。趣味の悪い我慢比べみ

たいな競争意識。おまけにX染色体が一つしかないせいか、メンタルも弱い。四角四面
なのにオタク化は歯止めが効かない。

「男を育てた女の責任」はおいとくとしても、女は戦って子供を守れ。

男による社会はもう限界。

cmk2wl @cmk2wl 

http://j.mp/1GSEwZY
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· 24時間 24時間前 
3回目（今年4回目）の大きな波が過ぎ去っていった。
また来るだろうか。来るよね。

臨界してるなら、来る。

https://twitter.com/cmk2wl/status/572911685486297089/photo/1

…さてと。

バイトに逝ってきます…。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日14:44
眠い。とにかく眠い。(∋_∈)
自律神経系がうまく働いてない感じ。(∋_∈)

太平洋が三角形に揺れてるね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日15:18
国後島〜日高山脈〜下北半島と連打。(・_・;)

眠い。とにかく眠い。(∋_∈)
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月５日）　そろそろ本気で転職タイミングなんですが、

http://85358.diarynote.jp/201503052046322797/
 

激眠い継続中。(∋_∈)
2015年3月5日 恋愛 コメント (5)
　

まだそんな揺れてないですね。

(-.-;)
これから来るのかな？(-"-;)

バイト終了。徒歩帰宅予定。

そろそろ本気で転職タイミングなんですが、もはや日本国内で働く気持ちは皆無で。

さりとて私の履歴書でイキナリ海外転職ができるわけはないしな〜…
(-"-;)

発泡スチロール塞がりです。

(-"-;)

どこかに蹴破れる突破口はないものか…(-_-#)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503052058024722/

引っ掛かったｗ

2015年3月5日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (2)
まぁホラ、

悩むとおなかが空くし！ｗ
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月5日23:16
計４０２円也。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日13:00

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1時間 1時間前 
喫茶店文化＝モーニングサービスの中心地は一宮・岐阜・名古屋

これらに共通するのは、戦後、世界最大級の紡績地帯だったということ

ここは九州などから来た若い女工さん数十万人が働いていた

モーニング喫茶は、彼女達への愛の結晶だった

http://www.huffingtonpost.jp/2015/04/13/morning-in-gifu-is-great_n_7059030.html?
ncid=tweetlnkjphpmg00000001 …
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（３月６日）　シビリアンコントロールの廃止！(-_-#)　もうためだ、ニッポン！

http://85358.diarynote.jp/201503061936475477/

不吉な満月。ヽ（・＿・；）ノ

2015年3月6日コメント (3)
明るすぎ。(‾○‾;) 睡魔を通り越して頭痛がします。
        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日19:46
シビリアンコントロールの

廃止！(-_-#)

もうためだ、ニッポン！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月6日19:54
無事帰投。

とりあえずご飯食べて寝ます。

(^_^;)

機嫌と体調はよし。

周辺環境は悪化の一途。(-_-#)
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（３月７日）　変に煙いと思ったら２ブロック先の鬼ＨＫ札幌が火事？

http://85358.diarynote.jp/201503070425551955/

動作確認。ヽ（・＿・；）ノ

2015年3月7日コメント (2)
　

まだメンテ時間じゃないはず。 ＤＮが開かないよ？
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日8:09
　

良かった〜（＾＾；）

何時間も？携帯から繋がらないから、どうかなったかと思ってひやひやしてた…☆

ちょっと待っててね。（＾＾；）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日8:10
０５００８４８．

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503070901535508/
　

あらためまして、おはようございます。

０８：１８。よく眠れました。

心身とも安定。（＾＾）ｇ
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札幌は降水確率は低かったのにちょっくら吹雪いてました。もうやんだ

かな？

バイトは中番。バス通勤の予定。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

タイマー鳴りました。

バイトに逝ってきます…☆

…やっぱりこれが一番好きだなぁ〜♪
https://www.youtube.com/watch?v=o87RZRSCENw
18 End Title 

https://www.youtube.com/watch?v=hFheKByY908
22 Epilogue / End Title

https://www.youtube.com/watch?v=ECY84LK3fk0
04 Docking Maneuvers
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日9:45
　

…日本語で「ウツツを抜かす」
って表現があるんだけどさ…
(∋_∈)

昨日せっかく買い出しに行った昼飯用のパン持って出るのを、

…忘れた…(ToT)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=o87RZRSCENw
https://www.youtube.com/watch?v=hFheKByY908
https://www.youtube.com/watch?v=ECY84LK3fk0
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2015年3月7日10:17
　

通常予算の倍額４００円だして贅沢パンを買って来ましたｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日14:50　
 
変に煙いと思ったら２ブロック先の鬼ＨＫ札幌が火事？

（そろそろテロでも驚かないよ…）
(-"-;)

「ヨウ素 検出 3月5日」
「ガス壊疽」(∋_∈)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503071509348194/

ＭＡＲ’Ｓ　ＢＲＥＡＤ ♪
2015年3月7日 グルメ コメント (5)
高いだけあって旨かった♪

o(^-^)o

しかも私の愛称（Mar-San）と
同じ名前のお店♪(^o^)／
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日20:30
先ほどバイト終了。

徒歩帰宅予定。
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酸性小雨が降ってるのでベクレが心配です。(-"-;)
おなかがすいてる以外は

今のところ心身堅調。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日20:53
北風なのに、ヨウ素たっぷり

含有の小雨です。(ToT)

アレルギー反応が出ています…
(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日21:42
心身堅調。

被曝量は関東や軽井沢にいた頃に比べれば大したこと無し。

┐(’〜`；)┌

先に家事やってきます。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日23:01
なにこの２１時以降の

地震の回数。（；‾Д‾）

ごめん。吐きけとめまいと頭痛がするので寝ます。(∋_∈)

トラちゃんの話はまた明日〜☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月7日23:29
ご飯食べた。(*^_^*)
食欲はあるので寝れば治る。

(‾ー+‾)
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だてに３１１後の関東で、千葉のウラン火災の煙モロに被って生き延びてないわ。(^。^;)

おやすみなさい〜(^_^;)
 
 
 
 



（３月８日）　バイトは中番。バス通勤予定。

http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/
 
おはようございます。０８：０４。

バイトは中番。バス通勤予定。

心身安定。食欲旺盛。（＾o＾）
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日9:00
 
バイト〜★

 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日10:16
 
 
３月８日の札幌の午前９時の

気温がプラス８℃…って、
一月半、早いよ…？
(-"-;)
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月8日14:55
 
パプアニューギニアのＭ６の後Ｍ４超級が連発。

太陽黒点と高速風。

日本人はどんどん脳ベクレ。

(-"-;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月9日8:36
０５０９９０．
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（３月10日）　今日は嫌すぎる客や面倒な問い合わせが皆無で、低調だけど不運でも
不調でもなかったよ。

http://85358.diarynote.jp/201503100943076775/
 
おはようございます。09:03。
バイトは遅番。外は雨。（－－；）

心身堅調。ごはんもあるよ〜♪

 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日4:56

日本人のオランダの労働許可が不要になったって！(^O^)！

これＥＵに拡大するかな！

まだ、余力はあります。

ギリギリ、まで、がんばってもどうにもなってない、てわけでもない。

自力更生、できる限りは、がんばってみます…が。
（－－；）

ニホン性腐のどうしようもなさったら、もう本当に、現行ドイツやフランス国籍？の人なら、近

代史でわかってると思うけど…

「クリスタル・ナハト」が始まる前に。

私が、逃げ遅れていたら、迎えに来て。ね…？

（＾＾；）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年3月10日10:40
 
津軽半島でＭ４級。

原発３箇所と

「核燃料サイクル施設」が、

まとめて揺れました。

(∋_∈)

札幌は雨がベタ雪に変わった。

(-"-;)
いや〜ん…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日15:54
地震、原発、暴風警報。

札幌は今のところ静かだけど、

例年の「天中殺メンテナンス」時みたいに脳ミソが疼いて眠い…(∋_∈)

処理量に酸素供給が追い付いてないよ？(^_^;)

てか、ブドウ糖をダイレクトに追加補給しようか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日16:27
すでに近隣のＪＲは止まっているらしい。

(・ω・;)(;・ω・)

眠い、とにかく眠い…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月10日18:58
起立性脳貧血。

心身低調。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年3月10日21:42
悪運よけパワー？が、上がったような気がする。(^_^;)

今日は嫌すぎる客や面倒な問い合わせが皆無で、低調だけど不運でも不調でもなかったよ。

(^_^)b
 



（３月11日）　こんな日にバイト休みな私ってラッキー♪o(^-^)o

３連休〜っ♪

2015年3月11日 日常 コメント (3)

降りながら融ける吹雪という、一番厄介なお天気。(-"-;)
こんな日にバイト休みな私ってラッキー♪o(^-^)o
…と思いつつ、ＪＲも止まってるので、源泉は断念。
(-.-;)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月11日11:10
札幌市街地上空を

台風の目のような

強烈な紫外線の晴れ間が

通過中。(‾○‾;)
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とりあえず起きます。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月11日11:15
うん、また吹雪いてきた。

(^。^;)
あれって台風の目だ。(^。^;)

すごいね、地球。o(^-^)o

流体気象学っておもしろい！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月11日11:54
…弘前がこの線量で固定…（〜〜；）…

ってことは、泊原発がコケてる可能性があります…（－－＃）
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（３月11日）　毎週平日３日間、決まった曜日の、決まった時間帯に、決まった内容
で働いて、決まった安定収入を得て、「原稿を書きたい」!!

http://85358.diarynote.jp/201503111312185258/

そういえば…
2015年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

死かいめの、３．１１…
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=ZLuhZ4W_nSg
Thousand Sounds of the Wind 
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http://85358.diarynote.jp/?day=20090311

http://76519.diarynote.jp/?day=20080311
http://76519.diarynote.jp/?day=20070311
http://76519.diarynote.jp/?day=20060311

https://www.youtube.com/watch?v=KlNCseQiFLk
冒険者たち－ガンバと７匹のなかま－ 

https://www.youtube.com/watch?v=EIwTZOeTfAo&list=PL598119E253AD65B3&index=33
11 Without Help
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月11日13:26
＞2011年3月10日
＞毎週平日３日間、

　決まった曜日の、

　決まった時間帯に

　決まった内容で働いて、

　かつかつでいいから

　決まった安定収入を得て、

　決まった時間帯に

　きちんと片づいた机に向かって

　落ち着いて「原稿を書きたい」!!

　と、いう、「たったそれだけ」の私の希望が、

　実現する日は、いったい、いつなのでしょうか……★☆★☆）

　ｗ（－－；）ｗ　＊神のみぞ知る!!
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月11日13:27
　

土日祝に働くととても時給が高いらしいＥＵに行ったら、

これ、実現しやすくないか…？？

（問題は、ワークビザ！）
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（３月11日）　福島第一原発は、３月２日に地下水ベータ値が前日の10倍以上
の44000bq/Lになっていることから、再臨界していると思われます。

http://85358.diarynote.jp/201503112238289667/

首都圏が終わる時間もあとわずかだね。

2015年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 12時間12時間前 
ですよね(T^T) RT @ichiyan2: @sobtomk 福島第一原発は、３月２日に地下水ベータ値
が前日の10倍以上の44000bq/Lになっていることから、再臨界していると思われます。

https://www.youtube.com/watch?v=aCG_Umx1Kxk
SEVEN SWORDS soundtrack, by Kenji Kawai : "The Spirits of the Swords" 
（これはとっておこうかな？カッコイイし。）

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.8】日高地方 深さ12.9km 2015/03/11 17:26:21
(G)http://j.mp/1EVRmrc (Y)http://j.mp/1MqSfIF

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M3.0】釧路地方 深さ133.4km 2015/03/11 17:26:00
(G)http://j.mp/1B3u4tt (Y)http://j.mp/1wsOY9H (アニメ)http://j.mp/1C60wT1

地震マップ @eq_map 
· 17時間 17時間前 
【M2.5】石狩湾 深さ10.7km 2015/03/11 05:26:47 http://j.mp/18yDBlp

地震マップ @eq_map 
· 23時間 23時間前 
【M2.9】根室地方 深さ77.1km 2015/03/10 23:04:20

http://85358.diarynote.jp/201503112238289667/
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(G)http://j.mp/1GnoF4U (Y)http://j.mp/1wW3IOX

地震マップ @eq_map 
· 23時間 23時間前 
【M2.9】根室地方 深さ77.1km 2015/03/10 23:04:20
(G)http://j.mp/1GnoF4U (Y)http://j.mp/1wpdTLn

地震マップ @eq_map 
· 3月10日 
【M2.9】日高地方 深さ63.5km 2015/03/10 18:50:20
(G)http://j.mp/1EwX6ZG (Y)http://j.mp/1BrUHvB

https://www.youtube.com/watch?v=E5IIus4r-GQ
Kenji Kawai - Mezame no Hakobune - 百禽 HYAKKIN 

地震マップ @eq_map 
· 16時間 16時間前 
【M6.2】NORTHERN COLOMBIA 147.2km 2015/03/11 05:55:43JST, 2015/03/10
20:55:43UTC
(G)http://j.mp/1MpCC4v (USGS)http://j.mp/1AfdYwH

地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 
【M4.5】OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE 14.3km 2015/03/11
02:48:19 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1GCc7dB (USGS)http://j.mp/1GCc6Gx

地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 
【M4.3】OFFSHORE EL SALVADOR 89.9km 2015/03/11 02:38:57JST, 2015/03/10
17:38:57UTC
(G)http://j.mp/1GC9Kaw (USGS)http://j.mp/1KSiNr4

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
東京新聞　復興　途切れ途切れ　高度９０００メートルから国道６号を望む
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http://j.mp/1GCc7dB
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http://j.mp/1GC9Kaw
http://j.mp/1KSiNr4


首都圏が終わる時間もあとわずかだね。

手前の福島原発から首都圏へ、光がずっと続いてる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/575484909575278592/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=52nJp-Rqngs
Mezame no hakobune - open your mind
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（３月12日）　えげつないブラックバイト。高校３年生。週４で深夜１時までシフト
強要され、辞めようとすると脅される。

http://85358.diarynote.jp/201503120111233744/

別件せいりんぐ・ごー・おん…（－－；）…。
2015年3月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
https://www.youtube.com/watch?v=9Tu3R3uwPRE
　

白崎映美＆とうほぐまづりAS 「まづろわぬ民 」

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2月28日 
名無し：2015/02/28(土) 10:58 ID:XXXXXXXX
全ての親は見習うべし

maibaba11 2月25日
明日は息子、学校休ませよう。なんか嫌な感じする。

先生方にはいつも「福島からの風が直撃なんで今日は休ませます」って言ってる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2月16日 
2月16日 11時54分
震源地（青森県：陸奥湾：深さ100km　マグニチュード3.1）の地震　近くには（六ヶ
所村：核燃料の再処理工場）

その約5分後、青森の下北半島沖（12時00分07秒：青森県東方沖：マグニチュード3.5
）の地震 

男たちの脱原発 @KamomeAction · 2月14日 
今日まで反原発運動の最前線に立ち、血涙を流して川内原発再稼働を延期させてき俺

たちですが、2月28日の第三回・男たちの脱原発デモを持って解散するかもしれません
。

もうここらでよか（西郷隆盛）。

しかし万単位の参加者が集まれば、考え直してやっても構いません。

さあ、どうしますか。
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https://www.youtube.com/watch?v=sVMe7t-9rHI
ALLENDE EN SU LABERINTO Trailer Oficial. 

cmk2wl @cmk2wl · 2月15日 
海外に移住した人は、しれっとした顔をしてないで、その国の人たちに「日本で何が

行われているか」を伝えていかないと、何かあった時には許されないだろう。

くだらないのに簡単に発火するのが差別問題だけど、内容に具体性があれば歯止めが

効かない。

玉KINグ @yasushitamaki · 8月20日 
日本から海外に移住した人は日本のシティバンク以外の銀行で海外送金をするのがど

れだけ面倒かよく分かってると思う。シティバンクが９月頃にも個人向け銀行業務を

売却するニュースは、だから良いニュースとはぜんぜん思えない。

直立演人 @royterek · 2013年7月19日 
原発事故でこの国に見切りをつけて海外に移住した人は少なくないと思いますが、今

後はそれ以外の理由でも海外へ移住する人が増えそう。冗談じゃなしに。

@6_so_e_no：まさに「いざ」というのが今ですね。笑われるかもしれないけど、こ
んな状況に自分の国がなると思っていなかったですからね。

六祖 6 @_so_e_no · 2013年7月19日 
「亡命」というシナリオを現実に描いている人もいそうだ。@royterek: 原発事故でこ
の国に見切りをつけて海外に移住した人は少なくないと思いますが、今後はそれ以外

の理由でも海外へ移住する人が増えそう。冗談じゃなしに。

https://www.youtube.com/watch?v=BFwOs-jy53A
Wham! - Freedom 

ＮＰＯ法人ＰＯＳＳＥ雑誌編集部・坂倉昇平 @magazine_posse · 1月17日 
センター試験直前に、えげつないブラックバイトの相談が来た。高校３年生。週４で

深夜１時まで店長からシフトを強要され、辞めようとすると法的措置をとると脅さ

れる。自分は辞めて大丈夫かという相談。受験生が人生を棒に振ろうが、強く言えな

い高校生にブラックバイトは徹底的につけこんでくる。

https://www.youtube.com/watch?v=sVMe7t-9rHI
https://www.youtube.com/watch?v=BFwOs-jy53A


ナスカの痴情ェ @synfunk · 2月4日 
「人質事件対応に問題はなかったか」「テロリストに配慮しろというんですか？」「

事件の呼び水になった可能性は」「テロリスト擁護ですか？」「交渉は」「テロリス

トの言いなりがよかったということですか？」

Twitter名物のクソリプの応酬が現実にみられるとはな。

https://www.youtube.com/watch?v=u8BeA3MyKas&list=PLrUXF_Q4WQffLblLVgsmOdisfC3D7-
_eP&index=3
"きめた!わたし物語を書く" from "耳をすませば" played by ocha
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日1:17
今生…もとい…根性、尽きたので寝マース…☆

https://www.youtube.com/watch?v=u8BeA3MyKas&list=PLrUXF_Q4WQffLblLVgsmOdisfC3D7-_eP&index=3
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（３月12日）　再臨界してるんだよ。露天で原子炉級核燃料が大規模に臨界している
。

http://85358.diarynote.jp/201503120909132254/

黙々とコンスタントに。

2015年3月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

続きまして、「本日の行動予定」は、コレとほぼ同じ。

http://85358.diarynote.jp/201503061051351636/

札幌は例年より一カ月早く！（－－；）！

http://85358.diarynote.jp/201404110617371311/
http://85358.diarynote.jp/201303120703372455/
http://85358.diarynote.jp/201303121302314325/
「冬」は、終わってしまいました…。

今日で「耐寒越冬モード」は終了！

明日から「脱出準備（匍匐前進）」モードを再開しますので…

常備保存食料の買い出しは控えめにして…

http://85358.diarynote.jp/201503120909132254/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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早めに戻ってきて（？）、不要資料の処分の続きをします…☆

（＾＾；）

cmk2wlさんがリツイート
Lulu__19 @Lulu__19 
· 1 時間 1 時間前 
【拡散】cmk2wl 「人口の多い首都を避難区域にすることができないから、どうしても
汚染の事実を認めないのだ」ドイツ放射線防護協会会長

charley @charleycharley7 
· 3月9日 
3.11前まで、東京で25年暮らしたけど、電車で急病人なんて、ほとんど記憶にない。
人身事故や接触事後ならいっぱいあったけど、、、

「お客様の中にお医者様は、、、」なんてアナウンス、人からさえ聞いたことなかっ

たよ。

関東圏は今、どうなってるの？　これからどうなるの？

junko @junko_in_sappro 
· 3月10日 
東電福島原発事故後4年間で
東京都に降り注いだセシウム量は約39兆ベクレル
都民一人当たり292万ベクレルの被ばく計算（FGW）
http://financegreenwatch.org/jp/?p=50450 
事故直後の、半減期の短いヨウ素も63兆ベクレル 
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/575416347472986112/photo/1

ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku 
· 3月10日 
25点をこえる発達不均等は胎児期の被曝量に相関していた

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
汚染水の海洋放出が問題なの？

それを言ったら、爆発してバラバラに飛び散った「核燃料」が、海底にまだあるん

だよ？

汚染水どころじゃないでしょ。

http://financegreenwatch.org/jp/?p=50450
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/575416347472986112/photo/1


海底を樹脂で固めてたらしいけど、回収はされてない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
4年前の今頃、まさに炉心が溶けてメルトダウンしてたんだよ。
冷却水と電源喪失であっという間の出来事だったろう。

それを引っ張ってひっぱって、いつメルトダウンを認めた？

今だって同じ。露天で臨界してたって、数年後に「ゴメンゴメン」ってさ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 3月10日 
cmk2wl
青沼陽一郎　「眼の病気は、８６年当時にはまったく見られなかった。

それが９１年には５３・９％が、０９年になると９９・４％の人間が

目に異常を持つようになった。これは明らかな放射線の後遺症と考えていい」

その正体は放射線白内障と呼ばれるものが主だ。

cmk2wl @cmk2wl 
· 3月9日 
再臨界してるんだよ。露天で原子炉級核燃料が大規模に臨界している。

CTBTですら、ヨウ素131を検出している。
何か疑義があるの？

あるならぜひ教えて欲しい。安心したいから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 3月9日 
クリス・バズビー博士は、プルトニウムよりウランの方が危ないと。

原発事故後に降った黄色い粉は「劣化ウラン」http://togetter.com/li/690619

Angama @Angama_Market 
· 3月7日 
バズビー「ウランだ。プルトニウムは一瞬で周囲の細胞を死なせてしまうのでそこか

ら癌になることがウランよりも少ない」おれ「でもみんなプルトニウムが一番危ない

と思ってますよ。アメリシウムよりもウランの方が危ない？」バズビー「一般にはそ

う言われてるが、ウランだ」

Angama @Angama_Market 

http://togetter.com/li/690619


· 3月7日 
おれ「ウランが東京まで来てプルトニウムだけ来ないってことはあるんですか？重い

から？w」バズビー「まず絶対量が違う。ウランの方が遥かに多い」おれ「ぶっちゃけ
ウランとプルトニウムだとどっちが危険なんですか？」

Angama @Angama_Market 
· 3月7日 
おれ「日本のサンプルからプルトニウムは出ましたか？」バズビー「少なくとも下限

値以下だった」おれ「でもたしか2012年のビデオで、都内のエアコンのフィルターか
らウランが3000ベクレルかなんか出てたと思うんですが」バズビー「あれはショッキ
ングだった」

cmk2wlさんがリツイート 
Angama @Angama_Market 
· 3月6日 
バズビー"俺たちに一番必要なのは黙々とコンスタントに戦い続けるソルジャーだ。一
番要らないのは、旗を振って騒ぐだけの人間だ。"

cmk2wl @cmk2wl 
· 3月9日 
聡明な女性は、

生まれながらに数百万の敵を持っているが、

それはすべて愚かな男たちだ。

エッシェンバッハ ｢蔵言集｣

まったくだ…（－－＃）…
（しかし、「愚かな女性」は、もっと難敵…！）
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日9:31
　

関東と軽井沢でたっぷり浴びたさ。

http://85358.diarynote.jp/
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ウランもプルトニウムも、ストロンチウムもヨウ素もね…！
（－－＃）

（お風呂に行ってきま〜す…！）



（３月12日）　「定刻３０秒前」に、困ってる乗客見捨てて発車する車掌と運転手の
共犯列車。イジメ（嗜虐）を娯楽にしてるからっ！

http://85358.diarynote.jp/201503121117206586/

ＪＲ北海道に嫌がらせされた！(`ヘ´)
2015年3月12日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (5)
　

ちょっとテロってもいい？

(-_-#)

「列車が遅れてます」ってアナウンス流しておいて、定刻３０秒前にドア閉めて、ドア叩いてる

乗客ちゃんと見てるくせに、そして次の列車まで運休の関係で２０分も待たせるくせに、ニヤリ

と嘲り笑って発車させやがった、

白石駅11時10分発車の
岩見沢行き、

運転手と車掌っ！

(`ヘ´)

きさまが殺したんだろ、

この前のこの駅の事故っ！

        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日11:18
アナウンスのスイッチ

入れっぱなしで雑談してるし。

(-_-#)
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201503121117206586/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


誠意がカケラもねぇよ、ＪＲ！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日11:26
列車に運休が出るのが問題じゃねぇよ！

この駅で「定刻３０秒前」に、

ドア閉めてニヤニヤしながら、

困ってる乗客見捨てて発車する車掌と運転手の共犯列車で、

何回泣かされたと思う？！

私だけじゃない！

利用者アンケートとってみろ！

何人も！

毎日、泣かされてるからっ！

（「駅のホームの時計」がまだ定刻前なのに、それ見て腕時計見て、客見てバカにして、目の前

でバタンてドア閉める…

あれ絶対、駅の時計のズレ指摘しないで？

わざと乗客イジメを

嗜虐娯楽にしてるからっ！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日11:29
ほんっとに！

この線の特定少数の乗務員だけタチ悪い…ッ！
　

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

2015年3月12日11:30
全部じゃないよ？

たぶん毎回、同じ人。

(-_-#)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月12日11:42
首都圏の山手線ならともかく、

１時間に２〜３本しか列車ないローカル線で、

あの対応はありえないッ！

http://85358.diarynote.jp/
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（３月12日）　ちょっとくらい私がグレても赦しなさいゆ…(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/201503121739342921/

グアムでＭ５が５連発…(‾○‾;)
2015年3月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

北海道も揺れ揺れ。(-"-;)

ちょっとくらい私がグレても

赦しなさいゆ…(-"-;)

地震マップ @eq_map 
· 3月12日 
【M5.2】GUAM REGION 42.8km 2015/03/12 16:50:03JST, 2015/03/12 07:50:03UTC
(G)http://j.mp/1F1xjaB (USGS)http://j.mp/1FQoajU

地震マップ @eq_map 
· 3月12日 
【M4.7】GUAM REGION 43.8km 2015/03/12 16:20:55JST, 2015/03/12 07:20:55UTC
(G)http://j.mp/1EBSJfX (USGS)http://j.mp/1B7hRUD

地震マップ @eq_map 
· 3月12日 
【M4.9】GUAM REGION 45.3km 2015/03/12 15:50:44JST, 2015/03/12 06:50:44UTC
(G)http://j.mp/1L0nkYi (USGS)http://j.mp/1C7ZLqT

地震マップ @eq_map 
· 3月12日 
【M5.0】GUAM REGION 46.4km 2015/03/12 15:28:11JST, 2015/03/12 06:28:11UTC
(G)http://j.mp/1Angn8r (USGS)http://j.mp/1wx5eXr

地震マップ @eq_map 
· 3月12日 
【M5.1】GUAM REGION 40.1km 2015/03/12 15:03:43JST, 2015/03/12 06:03:43UTC

http://85358.diarynote.jp/201503121739342921/
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(G)http://j.mp/1E7vO79 (USGS)http://j.mp/1MtpBXC

…これもじみ〜に嫌だなぁ〜（－－；）…

地震マップ @eq_map 
· 3月12日 
【M4.5】CASPIAN SEA 45.2km 2015/03/12 09:42:33JST, 2015/03/12 00:42:33UTC
(G)http://j.mp/1C7bENW (USGS)http://j.mp/1GGDEdJ

地震マップ @eq_map 
· 3月12日 
【M4.4】DODECANESE ISLANDS, GREECE 10.0km 2015/03/12 09:39:22
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MsSNOq (USGS)http://j.mp/1HFO8Yz

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月13日22:02

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
12日のグァム近海の５連続地震
（http
s://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/575934989646213120 …）と、13日の（九州日向灘
：M3.0、M2.9）と（西表島：M4.5、M2.8）の位置関係。

西日本の「フィリピン海プレート」が影響を受けてる事がわかる
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（３月13日）　１９８８年から「脱原発！」やってましたけど…

http://85358.diarynote.jp/201503131748279217/

証拠物件なう。σ(^◇^;)。。。
2015年3月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

昭和６３年！(^_^;)
イコール１９８８年！(^。^;)

…から、脱原発！
…ってました…けど…

「なんも、やぐにただながっだごど…」(∋_∈)
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503131801442887/

本人顔写真大公開っｗ

2015年3月13日 旅行 コメント (1)
１９８５年！

３０年前！σ(^◇^;)。。。

今とは似ても似つかないっ！

(^。^;)

…(・ω・;)(;・ω・)…
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（３月⒕日）　セシウム心筋症で2012年に何度か死にかこてるからな〜(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201503140315271372/

教えてください、…海は死にますか…？
2015年3月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

おはようすぎます。

０２：４７。（＠＠；）

３０分くらい前？から、「おかしい、静か過ぎる…！」と、目が醒めてしまい…

その前後から、脳内でず〜っと鳴っているのが、この音…。
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】

胸騒ぎがして部屋の灯りをつけたとたん、バタンとドアを閉める音と同時に、窓の下から乗用車

？が走り去って行きました…

なんだコレ…？？（－－；）？？
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地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M3.8】茨城県北部 深さ50.3km 2015/03/14 00:23:54
(G)http://j.mp/1EhIH0K (Y)http://j.mp/1F8RHH8 (アニメ)http://j.mp/1EhIF97

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M4.5】駿河湾南部 深さ220.4km 2015/03/14 00:12:49
(G)http://j.mp/1CcMm2v (アニメ)http://j.mp/1L6VRV1

（…東海原発の直近と、浜岡原発のド真ん前…）

https://www.youtube.com/watch?v=GVFR9zmQjec
AAA / 「さよならの前に」Music Video 

きみらに再会できずに終わりそうなことだけが、心残りです…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5時間 5時間前 
3月12日の「X2.1 太陽フレア」
いかに大規模なフレアかの地球との比較。

SOHO, the Solar & Heliospheric Observatory
：http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/576372748324220928/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
北京市四恵の華能発電所2号発電機で火災　黒煙が上がる
@kurieight 
https://twitter.com/cmk2wl/status/576388678672523264/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=7aY6bNks2z8

http://j.mp/1EhIH0K
http://j.mp/1F8RHH8
http://j.mp/1EhIF97
http://j.mp/1CcMm2v
http://j.mp/1L6VRV1
https://www.youtube.com/watch?v=GVFR9zmQjec
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/576372748324220928/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/576388678672523264/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=7aY6bNks2z8


【GUMI】さよならのかわりに【オリジナルPV】 

cmk2wlさんがリツイート 
ma~kun @masaotom 
· 3月11日 
４年目の311の夜。母子移住の長女に婿が告げた。この先を考えたら離婚しかない。自
分は家業を継ぐ。一生茨城から離れることはない。放射能汚染も気にしない。親もそ

う言っている、と。

甲状腺癌を発症し、手術してまだ１年経っていない娘の４年目の311は離婚を決めた忘
れられない日になった。

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
慣れでしょ。何を Twしているんだか、もうすっかり慣れてしまっているよね？
放射能は恐ろしい。なかでも「慣れ」が一番恐ろしい。

その時はある朝突然に来る。緊張感を維持できなかった人に、ハッキリとした形で。

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
やるべきことは「いま」やっておくんだよ。

避難も、飲料水も、家屋の密閉も、空気清浄機も、なにもかも。再臨界しているんだ

から。今やらなければ手遅れ。絶対に優先順位を間違ってはいけない。

掃除もしないで Twitterなんてやってたら、死ぬのがオチ。

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
私の体内の、

どの一滴の水であっても、

かつては海、雲、川、小川であった可能性があるのだ。

ディーパック・チョプラ

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
多くの人が可もなく不可もない、凡庸な人になります。権威に頼る民衆になるのです

。なぜなら何ひとつ自分に自信が持てないからです。



社会にはＩＱが低く権威に頼りきりの人々がいます。さらに命令されたら何にでも従

う人々がいます。彼等は明確な思考ができないために、命令に従わざる得ないのです

。

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
脳神経外科医ラッセル・ブレイロック博士　我々は様々な化学的毒物によって社会を

形成してきました。いずれも脳機能に影響を与えるものです。今の社会はＩＱの低

い人々が大勢を占めるだけでなく、ＩＱの高い少数者も増えつつあります。意図的な

愚民化。化学物質を使った愚民化が行われているのです。

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
藤子不二雄もわかっててこの描写なんだろうね。テレビなんて見ている限り、退化は

止められない。

でも、猿の芸はかなり暴力的に調教するけど、人間は「テレビ番組一本」で、簡単に

調教できるところが違う。

cmk2wlさんがリツイート 
中野阿佐ヶ谷 @akihikoyoshitom 
· 3月11日 
夕べの0:00から10分間のNHK解説　廃炉への道　３号機の横を通り過ぎるだけで車
内440μ/ｈという途方もない線量！どうすんだよ？

https://www.youtube.com/watch?v=WwJ1VRrWOXA
Sayonara daisuki na hito (さよなら 大好きな人)
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日3:17
もっかい、寝ます…。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=WwJ1VRrWOXA
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201503140315271372
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日5:46
石狩と苫小牧でＭ２だけど連発。

心臓が痛いから不安になるのか、

不安だから心臓にくるのか。

(-"-;)

セシウム心筋症で2012年に何度か死にかこてるからな〜(-_-#)

昨日の吸気被曝で変に再発したか…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日7:02
とりあえず起きます。

心身の状態はあまり宜しくありません。

地震も嫌な感じですね…
 

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


（３月⒕日）　普通にバイトに来てるはずなのにフロア内に「病院の待合室」の臭い
が漂ってる

http://85358.diarynote.jp/201503140924354517/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日10:14
　

やっぱりちょっと

リアル心臓がおかしい。

脈拍乱調。呼吸が荒い。

　　　　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日10:32
　

ダルい。

とにかくダルい。(∋_∈)
　　　　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日13:11
　

頭痛、頭重感、思考停止、体温低下。

　　　　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日14:46
　

倦怠感、頭重感、

意識低下、意欲低下。

抹消血流と体温は回復傾向。

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


まぁ要するに、昨日の吸気被曝と今日の太陽フレア電磁波で脳ミソが「レンジでチン」状態。

いっそ爆弾でひとおもいに殺ってくれ…(∋_∈)

低線量被曝から逃げ遅れて死ぬって最悪。(∋_∈)
　　　　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日14:55
　

普通にバイトに来てるはずなのにフロア内に「病院の待合室」の臭いが漂ってる。

健康な人間がほとんど居ない。

日本残存（逃げ遅れ）組の健康寿命のすり減り具合って、

凄惨だよ？(-_-#)　
　　　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日14:58
　

史上最悪の民族殲滅。

　　　　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日15:17
　

アタマ重い。(∋_∈)
首から上、外したい。

　　　　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月14日15:19
　

中国ミャンマー開戦？

ガニメデに水。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（３月15日）　「家族でお正月」のテーブルに自分の席がない。

http://85358.diarynote.jp/201503150902219254/

welcome home, Vifam 7 !…今生の棚卸…っ★
2015年3月15日 家族・子育て コメント (4)
　

おはようございます。

０８：１３。札幌は快晴。

バイトは中番。バス通勤の予定。

今日から春の靴…♪

さて。

https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
銀河漂流バイファムOP Full 

１００万回聴いたら、元気が出るかな…？
（＾＾；）

（例によって、時間も資力も視力も「チャンネル権」もなかったので、

「曲だけ」知ってて、番組はカケラも見たことがない…★）

さて。

https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
銀河漂流バイファム 
（あっ♪　こっちの編曲だ、１０代後半の私が、泣きながらカセットテープで百万回聴いてたの

…♪）（てことで、画像とキャラの顔…は、初めて観たよ）

（＾＾；）（ストーリーも知らない！）

今生の「実の親」に、恨みは多々ありますが、登山と貧乏旅行と読書と物書きを…人生の最初期
から、カラダで教えてくれたことには、深く感謝している。

道に迷ったら、地図を見る。

http://85358.diarynote.jp/201503150902219254/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
http://85358.diarynote.jp/201503150902219254/
https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw


来た道をたどり直して、どこで間違えたかを見つける。

さて…。
https://www.youtube.com/watch?v=NqNrc-GmOzk
銀河漂流バイファム「HELLO, VIFAM」(1983) 
（あれ？こっちかな…？）

★０歳　１９６４年６月８日、母の証言によれば２３時４５分。戸塚日立病院。

生まれて性別が判明した瞬間、「なんだ、女か」と言い捨て、抱きもせずに父が部屋を退出（母

証言）。

 
母、「生むんじゃなかった！　男の子（長男＝跡取り＝姑の嫌味を免れる）と思ったから、中絶

しないで生んだのに！」と思ったと…
 
後年、何百回も聞かされる。

★１〜４歳　投げやりな母の育児で寝がえりした瞬間、椅子から落とされて首の骨を折りかける

とか、ハイハイで突進して池に落ちるのを見過ごされて数分放置されて発見時には溺れ死にかけ

てたとか、とか…色々死にかけてたらしい。
（－－；）

これも後年、ゲラゲラ笑いながら母に何度も繰り返し聞かされた…
 
本音としては、「死んでほしかった」んだと、思う。

https://www.youtube.com/watch?v=sqEIv9xASn4
銀河漂流バイファム ED -Full 
ネバギバ！

★５歳　「長男で跡とり」の弟が生まれ、私は本格的に「要らなかった子ども」の立場になる。

当時まだ同居していた父方の祖母は、私を完全に「家族ではなく下女」（おせんのような使用人

）の地位に落とした。愛されたことなど無い。

 
酔った父（軟式テニス社会人県大会準優勝レベルの腕力保持成人男性）に、「哭き声がうるさい

」と殴り飛ばされ、壁に激突して失神。動かなくなった私をみに来た母に足先で汚いもののよう

につつかれ、「死んだふりなんかしてるよ！」とあざ笑われ、その瞬間、５歳の私は「ここは地

獄だ！」と悟る…。
 

https://www.youtube.com/watch?v=NqNrc-GmOzk
https://www.youtube.com/watch?v=sqEIv9xASn4


当然、病院など行かず放置。翌日からまともに立てず歩けず、貧血と頭痛と吐き気、極端な視力

の低下に悩まされる…が、もちろん、５歳児なので訴える言葉を知らず、起きなければ親たちに
さらに殴られるので、必死で起きて、必死で歩く。

もう一回！

https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
銀河漂流バイファムOP Full 

★６歳。優しい先生がいて地獄な家から逃れられるので大好きだった幼稚園を卒園。その時点で

ひらがなカタカナは読み書きマスター。小学校入学時の知能検査でＩＱ１２６だっけ？漢字も読

めてたらもうちょっと稼げたと思う。（＾＾；）

 
小学校１年の担任がサイアクの「抑圧型」叱責罵声体罰教師。今でいう「多動障害ぎみ」であき

らかに問題児の私は、完全に虐待サラシモノのターゲットとなり、家にも学校にも生き場がなく

なる。

https://www.youtube.com/watch?v=FIxDYAjijOQ
TAO Hello Vifam

★７歳。少しでも家庭内での自分の地位を上げるため、そして一日でも早く地獄な「家から出る

」ため…（★７歳！（－－；）★）…、母の家事の手伝いを自主的かつ積極的に始める。とにか
く「会話」をつなげることで、母との人間関係を修復しようと…（機嫌をとり／媚を売り？）始
める。

 
しかしながら当時からすでに化学物質過敏症だった私は洗濯洗剤で情緒障害を起こし、洗濯ノリ

のスプレーが臭いといって使用を拒否したので、逆上した母に部屋じゅう追い回され、スプレー

１缶、顔の正面から吹き付けられて呼吸困難を起こす。

 
その他、誕生日のパーティーを無視されたり色々して、ある夜中、台所の包丁で手首を切ろうと

して、木製のまな板の上に載せた自分の手首が生々しすぎて怖くてザセツ。

鴨井で首を吊ろうと試みるも、椅子に乗っても手が届かなかったので断念。

 
翌日、手首を切りやすそうな手頃な刃物を求めて貯金箱あけて近所の雑貨屋におもむくも…７０
円では肥後守が買えないことが判明。

 
…おカネが無いと自殺もできないのか…というシビアな「現実」に気づき、がくぜんとしつつボ
ンナイフを買って帰宅するも…（－－；）…これ、殺傷力が低すぎて、手首の皮を一枚１ミリ切

https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
https://www.youtube.com/watch?v=FIxDYAjijOQ


るだけでも、しょうがっこう２ねんせいは、気力と全力使うんだよ…（＾＾；）…★
自分の血をみて悲しすぎて死ぬ気力が失せる。ことが何回も繰り返す。

 
テレビで「マコとミコ」だったか、心中物のドラマがはやってて、「死ぬ前に理由を書いて残す

」（遺書）という概念を学習する。これがまたうまく書けないので、死に損なう…。
（－－；）

なんだこれｗ素晴らしいｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=oqsKQ6C-KAo
【秋田大学アニ研】農耕士コンバイン（1985）他２篇 
（…「エルガイム」だな…？）

さて。これ書くのは、長くかかりそうだ…。（＾＾；）
タイマー鳴ったので、バイトに逝ってきます。

（これは、聴く暇がなかった…☆）
https://www.youtube.com/watch?v=9uUzY_AyRRg
Digital Trip Vifam Synthesizer Fantasy (Full OST) 

https://www.youtube.com/watch?v=YKRyh2Y1zjU
Round Vernian Vifam - BGM Collection (Vol. 1) [Full OST] 

https://www.youtube.com/watch?v=ny2XkGD2GSo
Round Vernian Vifam - BGM Collection (Vol. 2) [Full OST] 
（まったく初めて聴く…（＾＾；）…☆）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月15日10:22

https://www.youtube.com/watch?v=oqsKQ6C-KAo
https://www.youtube.com/watch?v=9uUzY_AyRRg
https://www.youtube.com/watch?v=YKRyh2Y1zjU
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訂正。notおせん、butおしん＠ＮＨＫ。
「家族でお正月」のテーブルに自分の席がない。

台所の井戸水の冷たさとガスの火傷の痛さと惨めさは一生忘れられない、

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月15日10:31
脳貧血。ふらふらする。

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


（３月15日）　働くだけで永住権？

http://85358.diarynote.jp/201503160835236639/

(+1)「オランダが日本国籍を持っている人にビザ
無しで働ける様になりました。」

2015年3月16日 就職・転職 コメント (8)
　

後で張ります。(^o^)／
アって間に「脱被曝日本人街」ができるな、オランダ…！

（景気づけに一曲♪）

https://www.youtube.com/watch?v=dui8p5nxol8
Madonna Evita 09 Peron’s Latest Flam 

オランダ　永住権の検索結果 

さるる @wakatakeru · 9時間9時間前 
@silasu123 それな…永住権取れるくらい語学の勉強しなきゃいけないけど、まあ、ス
イスやオランダとか住めるならアリだよな…老後をあっちで過ごしてえレベル…

The Tower of XVI @ghostsitsbehind · 13時間13時間前 
しかも何？５年働くだけで永住権？

trinity(しがらみないほう) @sahara_trinity · 12時間12時間前 
@ghostsitsbehind こんにちは。確か、5年で永住権申請資格が得られるということだっ
たかと。取得までには、オランダ語の試験もあるはずです。

The Tower of XVI @ghostsitsbehind · 12時間12時間前 
@sahara_trinity こんにちは。やはり。。。そこは大変でしょうね。

The Tower of XVI @ghostsitsbehind · 12時間12時間前 
@leftlateral 一応知的労働者ということみたいですね。前からオランダは日本人の企業
家ビザが超容易に取得出来たのですが、さらに被雇用者側の就労ビザ（知的労働者）

http://85358.diarynote.jp/201503160835236639/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201503160835236639/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4001150379/
https://www.youtube.com/watch?v=dui8p5nxol8


が不要になりその緩和される幅が更に広がったようです。これは、他の国では絶対に

あり得ない。しかも５年で永住権。

★CSKA RU★[ITR]長官 @CSKA_FAN_ITR · 16時間16時間前 
5年間オランダで就労すれば永住権が得られるらしいよ :)
オランダ語がわかる人なら良い知らせだね lol

まに @busokuten · 22時間22時間前 
@miiko88 ついでにこれ http://www.nfia-japan.com/news.html?id=220 … …　オランダ
で5年以上働くと永住権の資格ができるそうなんで、うまくいくとEU市民権が取れる
かも…日本語教師か調理師の資格取って、オランダへ行った方がよさそう…私をブロ
ックするときは、一回警告を下さいよ

*移住* @nori_wow · 22時間22時間前 
@shichirom 本当に凄いです。中国人富裕層は悔しがっているでしょうけど。ただ永住
権取得となるとオランダ語が一定レベル必要になるはずですね。日本と違って働きな

がらオランダ語を取得する事は時間的に容易でしょう。

Shichiro Miyashita @shichirom · 3月14日 
これ凄いね。オランダで5年働くと永住権の資格が得られるそうなので、そうすると、
お気軽なＥＵ永住権とさらにはＥＵ市民への道を開く事になるかも。@nori_wow オラ
ンダが日本国籍を持っている人にビザ無しで働ける様になりました。

http://www.nfia-japan.com/news.html?id=220 … …

CC @_cc_bangkok · 3月10日 
オランダ永住権

オランダに5年以上連続で滞在。継続した安定収入があり、また申請後最低1年間はそ
の状況が続くことを証明することでオランダ永住権の申請資格が与えられます。永住

権は5年ごとの更新が必要。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/oranda.html …

オランダ語って、「英語の方言」ぐらいの違い？だしな〜♪

https://www.youtube.com/watch?v=45XTR_MKK00
Giethoorn city holand Netherlands ادنلوه نروثيج  ةنيدم   
あ、ちがう。最初「英語で」喋ってる…ｗｗｗ

http://www.nfia-japan.com/news.html?id=220
http://www.nfia-japan.com/news.html?id=220
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/oranda.html
https://www.youtube.com/watch?v=45XTR_MKK00


https://www.youtube.com/watch?v=6eTCI62FTEU
Giethoorn-Venice of Holland 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E8%AA%9E

津波がちょっと怖いけど、（＾＾；）

一面のチューリップ畑と風車…！（＾ｗ＾）！

とりあえず、宝久慈が当たったら…（＾＾；）…

オランダで求職活動…！？

（おやおや？ツイッタの検索機能が壊れた…？）

https://www.youtube.com/watch?v=kNV3wFHB7ZA
Giethoorn Winter 2013
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日8:42
うん。発音聴いてると、英語よりドイツ語寄りか…
（＾ｗ＾）ｇ

少なくとも、「ＥＵ圏で一番苦手なフランス語」よりは、とりつきやすい…ｗ

（大好きな「釧路湿原」みたいな土地だね！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日8:43

https://www.youtube.com/watch?v=6eTCI62FTEU
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建築デザインが「質実剛健」の一言で、実に「私の好み」だ…♪♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日8:52
ていうか、「札幌市東区」の水辺も、このくらい整備したら、

冬季オリンピック招致とかよりも

「再生（存続）日本の新首都」に、ふさわしくなるのに…（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日8:52
棲みたい！棲みたい！棲みたい…ッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日8:59
スケート通勤…！（＾o＾）！

まさに「理想の暮らし」だ…！

（気温と食生活は北海道と大差ない！）

なにこの可愛い除雪機！♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日9:00
うん。ほぼ全土で「英語が通じる」という話だし。

看板がふつうに読めるし…

とりあえず、チューリップ球根の植え付けとかの夏バイトしながら、語学留学？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日9:01
さて、バイト！
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「残り少ない」（？）日本の日々を、楽しむぞ〜っ！



（３月16日）　加齢加速度が３０歳差に突入しました。８０代としか見えない５０代
とかフツウ。

http://85358.diarynote.jp/201503161549377180/

(∋_∈)
2015年3月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

なにこの地震の回数。

太陽フレア燃え燃え。(・_・;)

バヌアツはさらに台風被害。

（国ごと無くなる？）

日本人のベクレっぷり、愛媛の加齢加速度が３０歳差に突入しました。

８０代としか見えない５０代とかフツウ…。。。(〃_ _)σ‖
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日16:18
ブラジルの反政府デモは、朝日が報じるくらいだから、

アメリカ軍事資本のヤラセだな…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月16日20:19
書き込み消すなクソばか神…っ
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（３月18日）　死因が、「本の入ったダンボールを無理に持ち上げようとして背骨が
折れた」。

http://85358.diarynote.jp/201503181008099640/

ヤケ。

2015年3月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おそようございます。

０９：３４。

札幌は快晴無風。

まだ春分の前なのに外気温は１０℃の異常気象。

急激な温度変化についていけず、例年春先恒例のダルダルねむねむ感。

バイトは休み。

昼から自転車で銭湯出撃の予定。

きのう自転車で半日カラダを動かしたので、体調はおおむね良好。

（ビミョウに筋肉痛）（＾＾；）

さて。（＾＾＃）

いや、まずはマジメに？「現在の」情報チェック…？

http://85358.diarynote.jp/201503181008099640/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150318/85358_201503181008099640_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150318/85358_201503181008099640_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150318/85358_201503181008099640_3.jpg


cmk2wl @cmk2wl 
· 2 時間 2 時間前 
今日 8日もほぼ終日、東電福島原発から放出されて、時計回りに太平洋を渡った風が
沖縄、九州南部、四国沿岸に吹きます。

GPVの予報は、リアルタイムのアメダスと比較しても極めて正確です。
予報に注意。

https://twitter.com/cmk2wl/status/577965997014953984/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
18日7:40 九州の広い範囲で空間線量が上昇中。
https://twitter.com/cmk2wl/status/577962732860801024/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11 時間 11 時間前 
福島原発が爆発して漏れた量

左が漏れた核種「30種以上」右が「合計値」
Csはセシウム、Srはストロンチウム、Puはプルトニウム。すべて10の（15乗）とかい
う途轍もない数値。PDF
：http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110826010/20110826010-2.pdf …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
テレビで原発を「廃炉」にするという報道をしてるけど

また「新しい原発を造る」って話しも出てるじゃん。それと「再稼働」とか。そもそ

も原発による「核のゴミ」の置き場所もなく、核のゴミの処理も人類の科学では数十

万年は無理なんだから「そんなもの（原発）は止めろ」と、報道した方が良いです

cmk2wl @cmk2wl 
· 17時間 17時間前 
これ大事なこと。放射性の希ガスは窒息するほど密閉しないかぎり屋内に容赦なく侵

入してくる。失明をもたらす希ガス…。臨界や爆発時に屋内退避しても有効性に欠け
る要因の一つ。それをある程度でも吸着できるのであれば、やってみる価値はある。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前 
17日14時46分

https://twitter.com/cmk2wl/status/577965997014953984/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/577962732860801024/photo/1
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110826010/20110826010-2.pdf


（三陸沖：マグニチュード4.4　気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150317145017395-171446.html …）
3.11震源域付近は、また多くなってる→
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/577441487044018176 …）
画像は今日、発生してる地震

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3月16日 
2015年3月12日
スイスの公共放送協会の報道。

「福島第一原発事故から４年。スイスで脱原発を訴えるデモ。」（SWISSINFO.CH
　http://goo.gl/IiC7qD ）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3月16日 
今日、16日08時10分
奈良県 吉野町（マグニチュード2.4：気象庁
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150316081501495-160810.html …）の地震は、震度は
小さいけど、よく震源位置を見たら、「中央構造線断層帯」で起こってる地震ですね

。これ。

cmk2wlさんがリツイート 
アオイ模型@ヤマケット:０５ @aoi_mokei 
· 2013年10月24日 
顔を知ってる程度の知人の訃報が飛び込んできたのだが、死因が「本の入ったダンボ

ールを無理に持ち上げようとして背骨が折れた」と聞いて、かつて無い程の恐怖心を

覚えてる。

…ｗ（＾■＾；）ｗ…

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150317145017395-171446.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/577441487044018176
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（３月19日）　バイトは遅番。／バイトはプチ厄日。(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/201503190930523998/

避難の呼びかけはここまでだろうか。やれるこ

とをやろう。後は、生き残る方法を模索しなけ

れば。

2015年3月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

おはようございます。

札幌は無風快晴、外気温はプラス２℃。

バイトは遅番。今日からチャリ通。

思考停止、感情麻痺（自己脳内麻酔）。

体調は安定。

景気づけにもう一回！（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
銀河漂流バイファムOP Full 

愛媛、山口、広島、島根、岐阜で軒並み0.１μ超え。

どうも福井の怪しい欠測は、韓国の原発事故じゃないかなぁ…
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（－－＃）

新しいトップストーリー 
朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 3月17日 
原発図面流出は「北朝鮮の犯行」　韓国政府が判断 
http://t.asahi.com/hhjg

https://www.youtube.com/watch?v=xzuv4VKo6Og
Star Trek Soundtracks [HQ] 
（やっぱり２０分目からだね！♪）

それでも気がつくと、「脱出に向けて」

ノロノロと不要品の処分を続けている自分がいます…。

（＾＾；）

cmk2wlさんがリツイート 
竹田義男 @take35c 
· 13分 13分前 
@cmk2wl 言葉を替えれば「現実と思い込んでいる幻想」ですね。教育やテレビが作り
上げた幻想。親兄弟や宗教に刷り込まれた幻想。仲間内だけで共有する幻想。コン

プレックスが生み出す幻想。

cmk2wlさんがリツイート 
黒木睦子 @mutsukuroki 
· 10月31日 
わたしのブログやTwitterが「嘘だ」というなら
わたしに直接来ればいい

おなじ日向市に居るのに。

宮崎県に居るのに。

会って話すことをしない　力のある人たち

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 

http://t.asahi.com/hhjg
https://www.youtube.com/watch?v=xzuv4VKo6Og


避難の呼びかけはここまでだろうか。

後は、生き残る方法を模索しなければ。

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
水をたくさん飲むんだよ。そして汗をかく。

体内の流動性を高めるの。

やれることをやろう。

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
まとめられてちゃダメなんだよ。

デモも、市民運動も、避難グループも何もかも。

まとめると弱体化することができる。

対処しやすくなる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
ヨウ素内用療法によるものだとか散々言われてきたけど、「ヨウ素は常に放出されて

いる」ということを規制委員会が認めたわけだし、これを委員会が出したタイミング

からして「今は大規模臨界している」ということが推察できた。

原発からの風には、放射性のヨウ素が含まれている。どうするの？

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
原子力規制委員会「事故発生前の運転によって蓄積されたCm242、Cm244等による自
発核分裂によって、現在もわずかながら放射性ヨウ素は発生している。」

適当な事を。大規模に臨界してる証拠が CTBTにある。隠しきれなくなってくると別の
論法でくる。曰く「少しは出てます」と。

cmk2wlさんがリツイート 
masanori watanabe @52Masanori 
· 3月13日 
今、NHKラジオで聞いています。モニタリング、こんなことをしてまで出荷。おか
しい、セシウムの他の検査がしていない。我が家の米、ストロンチウムの検査をしま

した。出ます！あの時、ヨーソ129が福島医大の付近の野菜1kあたり10万ベクレル。開
沼さん発信してください。漠然じゃなくて。



cmk2wlさんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu 
· 3月15日 
@shunchan9p 実験の土は赤宇木の手七郎の当時空間で２０μあった場所の側溝の土

です。後にプルトニウム３種が一杯だと判明しました。理研での検査結果はセシウム

２種で150万Ｂｑ程でした。歯茎がムズムズして血が流れる経験は初めてでした。鼻血
も全て放射能のせいだと確信してます。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
オーロラのニュースが目立つ。

太陽フレアとかではなく、放射性微粒子による可能性が高い。

線量の上昇は全国的だし、ヨーロッパでも異常に高い線量が記録されている。そし

てCTBTでも臨界を示す核種が検出されている。
自然現象を口をあけて見てると、酷い目にあうかも。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
廃炉５基で２万立方メートル超＝原発解体ごみ、処分場未定－電力４社推計・エネ庁

http://www.jiji.com/jc/eqa?k=2015031700669 …
いいから早く核燃料を「より安全な場所」に運び出して。

燃料プールも老朽化してるんだから。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月19日9:48
０５０２００１．

（＾ｗ＾；）

またキリバン見損ねた…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月19日9:49
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うはははは♪

スタトレ２６分目。

ノるノる！♪（＾＾）♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月19日11:36
星占いによると今日の双子座は「相談すると答がもらえる日」らしい。(^_^;)

教えて？(^_^;)

資金も学歴もなくて

亡命先が確保できないんだけど

どうやったら早急に

日本から脱出できる？(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月19日11:37
…と、書いた瞬間に
フロムＡからメール来た…！
！(‾○‾;)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月19日17:30
「福島原発 地下水からトリチウム 前回の１７倍」

バイトはプチ厄日。(-"-;)
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（３月20日）　昨日はお客様から「フィッシング詐欺！」と罵倒されました、「ブラ
ック労働」に自転車通勤してまいります…（－－＃）…★

http://85358.diarynote.jp/201503200901447081/

「週４勤務でOK？羨ましいオランダの労働
環境」。

2015年3月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

　

昨日のこれね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月19日22:15
ツイッタを「オランダ 求人」で検索してみたら、ちょっと元気出た。(*^_^*)
私の条件でペーパー転職は無理だけど、

若い人たちが一人でも多く、

一日でも早く、

脱出できますように…！

オランダ求人情報 @OshigotoNL 
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オランダ国内の求人案件で、「日本人」または「日本語」を必要としている求人情

報BOT。 現地の案件詳細なので記載は主にオランダ語または英語です。 他にも世界中
の求人がWEBサイトからご覧いただけます。 海外で働く／海外就職／海外就職活動／
海外求職／海外転職／海外生活／移住／永住／ワーク／アムステルダム

中野 @ff_mhg · 3月18日 
天然ガスが資源のオランダと人が資源の日本 オランダの労働環境は魅力的だ
http://t.co/2nMNmQGUU0
NAVER まとめ（公式） 
View this content on matomenaver’s website 
週４勤務でOK？羨ましいオランダの労働環境 - NAVER まとめ 
オランダって、風車とかチューリップとかのほんわかしたイメージがありましたが、

労働環境がものすごく良いようです。 
webで見る 
http://t.co/2nMNmQGUU0

maybelater @maybelaterpo · 3月16日 
えーーこれ本当かな。オランダの州平均労働時間29時間、平均年収は570万円　
http://urx.nu/itdx
CNNMoney 
View this content on CNNMoney’s website 
World’s shortest work weeks 
Americans work an average of 38 hours a week, even after factoring in part-time jobs.
Here are 10 industrialized nations where workers have shorter hours. 
webで見る

…日本で時給２６０円！とか体験した身には、信じられない天国…☆

ヨーロッパ移住サポートと欧州事業支援 @Euro_Visa · 3月2日 
オランダは日本人が移住しやすいです（労働許可証不要）、オランダで勉強して現地

就職してみませんか？→マイナー言語の国、オランダ人が語学堪能な理由

http://goo.gl/dw5pmm @JBpressさんから

Kumi @kum_i · 2月16日 
ううむ、確かに旅先で知り合ったオランダ人は、会社辞めてしばらく（1年とか）彼氏
と旅をしたあと国に戻って同じ会社に雇ってもらうと言っていた。日本じゃよほど有

http://t.co/2nMNmQGUU0
http://t.co/2nMNmQGUU0
http://urx.nu/itdx
http://goo.gl/dw5pmm


能でないと考えられない…
オランダの労働環境wwwwwwwwwwwwwwwwww:
http://alfalfalfa.com/archives/7804567.html …

☆別件！☆

gileadtwo @Poppygilead · 2013年9月6日 
オランダに「ネズミ捜査官」誕生、銃の痕跡かぎ分け

　http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPTYE98502Z20130906 …　ネズミ
の求人が増えますね。

ｗｗｗ（＾◇＾；）ｗｗｗ

参照：http://85358.diarynote.jp/201409180913148955/

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月20日9:02
さてさて。（－－＃）

昨日はお客様から「フィッシング詐欺！」と罵倒されました、

「ブラック労働」に自転車通勤してまいります…（－－＃）…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月20日10:34
「高速太陽風 磁気圏も活動的」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月20日15:55
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プチ厄日継続中。(-"-;)
まぁ大難じゃないからいいか…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月20日22:57
無事帰投。

ご飯食べた。お風呂入った。

洗濯もしました。

おやすみなさ〜い…(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月20日22:58
酷いよ。

札幌にも危ガスが危てるもの…
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（３月21日）　４０〜５０代の「働きざかり」のはずの世代が急速かつ病的に老化衰
弱し「突然死」に至る。

http://85358.diarynote.jp/201503210754286389/

それでも花は咲く。

2015年3月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
冬のあいだは１日１〜２時間ぐらいしか日光に当ててやれない、

劣悪環境なのに、根性で生き延びて、花芽までつけてくれました…

良い香り♪（＾＾）♪

（ジャスミンとゼラニウム。）

 
時間切れ。（＾＾；）

バイトに逝ってきまーす…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503211558247709/

脳ベクレる。(∋_∈)
2015年3月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
埼玉在住者の【被曝老化】

年齢差４０歳超の例あり。

(-"-;)
４０〜５０代の「働きざかり」のはずの世代が急速かつ病的に老化衰弱し「突然死」に至る。

(∋_∈)

「スカイシャイン」

「太陽風」

「Ｍ６ フレア」
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（３月22日）　雨の予報なのでバス通勤。とにかく眠い。頭が重い。

http://85358.diarynote.jp/201503220855465146/

「共用プールの燃料も311で逝ってしまってるのか」。

2015年3月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

もう時間ないけど、途中まで聴いとこうっと♪

https://www.youtube.com/watch?v=ShWNps69Zyc
TRILOGIA AMATO,TOLEDO Y CEBERIO EL REENCUENTRO PARTE 1 
（あれ？スペイン語だ？？）（ちょっとだけ聞き取れる♪）

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
”スカイシャインと放射線帯”
この春から問題になってきます。

https://twitter.com/search?
f=realtime&q=from%3Acmk2wl%20%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3%20OR%20%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%B8%AF%E3%80%80&src=typd
…

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
2:34秒でカメラにノイズが入るでしょ？
カメラはすぐに復調するけど、こういったデジタルに入ってくるノイズが、コンピュ

ータのメモリーで発生したら？飛行機は？新幹線は？

エラーの補正ができず、0 が 1となるだけで大惨事に。
https://www.youtube.com/watch?v=BC34jHp0O_I …

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
昨今の全国的な空間線量の上昇に、これ以上の蓋然性のある説明ができるだろうか？

これが起きたら、人間が受けるのはガンマ線だけじゃない。

もっとも危険な 中性子線 を浴びることになる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
核燃料から中性子が放出されて、それがガンマ線を生成する。

大気中に中性子を出す物質が多量にあり、大気中のチェーンリアクションで中性子の

伝達が遠方まで到達したらどうなるか。

【それが人工放射線帯の中で発生していたら？】

https://twitter.com/cmk2wl/status/579282734540959745/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
スカイシャインに関する研究。

http://www.science.gov/topicpages/s/skyshine+gamma+rays.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
原発敷地内のこのクレーンを見て。全然仕事してない。ただ首振って動かしている

だけ。

https://www.youtube.com/watch?v=bUq__wlaWAw …
稼働時間で賃金が支払われるのか、あるいは誰も敷地におらず、アリバイで動かして

いるのか。そのどちらかしかない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
結論として、スカイシャインであろうと人工放射線帯であろうと、福島原発由来の放

射性物質が広範囲に、春や磁気嵐のタイミングで降ってくるということ。真上から降

りてくるので、多くの都道府県で一斉に線量が上昇する。

cmk2wlさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 14時間 14時間前 
名無し：03/21 03:05
2015.03.20_21.00-00.00.
最初のあたりと、1:30秒からをみてください。やっぱり福島原発で何か起こってます。
https://twitter.com/cmk2wl/status/578972136666071040 …

cmk2wl @cmk2wl 
· 1日 1日前 
だけど、おかしいよね。311で無事だった燃料があるなら、福島原発の敷地から搬出す
るのが当然の配慮。敷地そのものが危ないってわかってるんだから。

場合によっては立ち入りできなくなるって。
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とすると、共用プールの燃料も311で逝ってしまってるのか。

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
どんな困難な状況にあっても、解決策は必ずある。救いのない運命というものはない

。

災難に合わせて、どこか一方の扉を開けて、救いの道を残している。

セルバンテス

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 

「主よ、助けてくれとは申しません。

　私の邪魔をしないで下さい。」

　映画：ポセイドン・アドベンチャー

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月22日8:56
　

【ＡＲＢＩＴＥ】！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月22日10:14
　

山形県天童市０.８２μ。

最上川はや…(ToT)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月22日10:33
　

激烈睡魔。地震が来るかな？

雨の予報なのでバス通勤。

とにかく眠い。頭が重い。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503221456369192/

「いずれも有毒」。(-_-#)
2015年3月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

「高速太陽風 600km/秒」
「方舟には定員がある」

ツイッタ。(-_-#)
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月22日15:28
フィジーとグアムのＭ５連発、凄すぎ。（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月22日20:20
バイト運は小吉というか、

厄除け大師様的な？(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月22日23:07
無事帰投。

おやすみなさい。(^-^)
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（３月23日）　チリでＭ６、台湾もＭ６。ひたすら異常睡魔。

http://85358.diarynote.jp/201503231827397307/

それがどうした！

2015年3月23日 日常 コメント (1)
チリでＭ６、

ハイチでＭ４。(-"-;)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月23日20:25
台湾もＭ６。ヽ（・＿・；）ノ

先ほど無事帰投。

体調安定、脳内ごちゃごちゃ。

(^_^;)
ひたすら異常睡魔。

…寝ますぅ…┐(’〜`；)┌
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（３月24日）　あるいは まだ間に合うかも。福島県民と東日本、関東の人たちは避
難を。

http://85358.diarynote.jp/201503240831168067/

【Forever。。。The Last Day Of
Ｊ】...【EVERYTHING’S GONNA BE ALRIGHT
】

2015年3月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
おはようございます。

０８：１９。

バイト中番。

もうあまり時間がありません。（＾＾；）

　

今朝の一曲目は「ＶＩＳＩＯＮ」だったんですが…
悠宙舞さんで、見つからない。

（＾＾；）

代わりにこちらを推奨？されました…☆
https://www.youtube.com/watch?v=1yMKd-Z0Xr8
JOHN ROBINSON 
【EVERYTHING’S GONNA BE ALRIGHT】
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月24日8:32
cmk2wl @cmk2wl 
· 13 時間 13 時間前 
福島県民と東日本、関東の人たちは避難を。

あるいは まだ間に合うかも。

http://85358.diarynote.jp/201503240831168067/
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503241012489057/

「日本政府が公表してる資料」。

2015年3月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

ツイッタ検索。

浜岡原発は本格的に壊れた模様。

静岡、山梨、神奈川、緊急避難。

さなくば死ね。さっさと。

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月24日10:34
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「オクラホマ 地震 ３００倍」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月24日15:42
ツイッタでなくて一般検索で、

「過去７日間の震央分布図」

「東日本」を見ると、

危麗すぎて涙が出てくる…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月24日20:14
めるとだうんなう。(∋_∈)

…いや、私の精神状態がだね。
(^_^;)

このままドン底まで穴掘って、ブラジル亡命できるんじゃないかってくらい、真っ暗ｗ
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（３月25日）　バイトは遅番。

http://85358.diarynote.jp/201503250912301212/
2015年3月25日 恋愛 コメント (3)
　

おはようございます。

０８：５９．

バイトは遅番。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503250950504790/

3月25日の日記
2015年3月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

検索オマケでこれ聴いてます。

https://www.youtube.com/watch?v=1mQSPYDc2aY
Frost Killing Hour: A Family Tragedy - Part 1
（ちなみに『アナ雪』まだ観てないんだけどなぁ…☆）

地震マップ @eq_map 
· 19秒 19秒前 
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【M5.4】日高山脈 深さ52.7km 2015/03/25 09:34:28
(G)http://j.mp/1xwHaVn (Y)http://j.mp/1HBLFkL (アニメ)http://j.mp/1N66t42

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo 
· 7分 7分前 
[25日09時34分頃] 北海道 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1Bjps3K (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/580528259500249088/photo/1

どうも落ち着かないと思ったら、これだったか…。
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=wHVE0wQheds
I Have To Try - Part 2 

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
柏崎刈羽原子力発電所との距離は 37.5km
アメダスの地上の風向 23時 00分。 

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
【注意】新潟県でスパイクあり。上越市上越地域振興局健康福祉環境部。

0.25μSv/h 

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
24日17:00 
静岡の草笛MPは 0.19μSv/h まで上昇。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/580285842981191680/photo/1

       

コメント

http://j.mp/1xwHaVn
http://j.mp/1HBLFkL
http://j.mp/1N66t42
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月25日10:00
さて。ＡＲＢＩＴＥ...

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月25日11:33
ツイッタが落ちてる？

揺れたかな…？(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月25日13:47
ツイッタどうした？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月25日23:56
０５０２６００．
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（３月25日）　てか、狂わないほうがオカシイわ、この場合…(ノ-o-)ノ　┫

http://85358.diarynote.jp/201503251551311238/

【浜岡】壊れた。（ワタシもコワレタ…）
2015年3月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

各地不自然な線量グラフ切断。

静岡はデータすべて消滅。

まだ逃げてない人は、

手遅れです。

ご冥福をお祈り申します…

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
この静岡と新潟の異常な放射線量の上昇は完全に

#浜岡原発@Official_Chuden、#柏崎刈羽原発@TEPCO_Nuclearの
ベント作業だろ。年度末の計測器の点検や故障ではない。

http://twitter.com/ST0NES/status/580045060458217472 … 
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tama nekono @tomcat2013 · 3月23日 
南海トラフ「１０年で死者８割減」　政府が数値目標

http://www.asahi.com/articles/ASG3V4QJ2G3VUTIL01M.html …
政府の基本計画には「原発」は見当たらない。

伊方原発、浜岡原発も対象地域に含まれるっていうのに何を考えているんだろうね。 
https://twitter.com/tomcat2013/status/580110093573730305/photo/1

ドードロマップ轟峠 @doodoromap · 3月23日 
@tokaiamada 静岡で最大0.16μ超に！浜岡原発そば。尋常でない上昇の放射線量突発の

連続、御前崎市草笛 3/23午後。夕方まで5時間余り続いた。(地獄の釜の蓋でも開いて
準備中？) http://ma-04x.net/image_png/_png_log/201503/23/graph_mext_22.png …

なにもかもがあまりに辛すぎるので、

緊急「痛み止め」として、ＣＤで本谷美加子の「オカリーナ」を聴用中。

http://micaco.jp/Pub/CD02.html

なぜかこれは手酷い「心の痛み」を停めてくれるのだけれど、

同じ曲（古い）が悠宙舞さんには無いようなので、代理。

https://www.youtube.com/watch?v=GEy692bIEg4
ホンヤ ミカコ 四万十川　Shimanto　river　Micaco Honya

検索おまけ…
https://www.youtube.com/watch?v=nJnfE0knDqs
ソロライブで知久さんが歌う「さよなら人類」「満月小唄」他

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://www.asahi.com/articles/ASG3V4QJ2G3VUTIL01M.html
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2015年3月25日16:02
ツイッタは回線が落ちたのか。

アクセス集中でつながらないのか。

はたまた【機密保全】なのか…

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月25日18:12
ツイッタまだ駄目。(・_・;)
関西客の脳ベクレが酷い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月25日21:33
みごとに情報遮断され中。

「もはや戦後ではない」。

(-_-#)
札幌はまだ一見平穏。

体調不良者続出中。

私ゃ（精神状態以外は）健全。

(^_^;)
てか、狂わないほうがオカシイわ、この場合…(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月26日0:18
ツイッタは復活したよーでいて、肝心の「グラフ削られまくり」緊急避難情報がひとつも無い。

（－－；）

おそらく、「さっさと逃げる人たち」が、逃げ終わって、３年ぐらいしてから、「実わ…」とか
、報道されるんだろぉな…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月26日0:35
寝まーす…

http://85358.diarynote.jp/
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（カミサマおねがいだから、迅速に、死なせてください…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月26日0:40
だめだ、旧式携帯からツイッタ見れないという話のよおだ…？
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（３月26日）　同時多発で１０時ごろからスパっと欠測。これだけ広範囲に綺麗な欠
測になるのは初めて。

http://85358.diarynote.jp/201503260610316207/

静岡ファンタージェン。（空白！空白！空白！

）

2015年3月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

これね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E7%89%A9%E8%AA%9E
＞本の中の世界「ファンタージエン」の崩壊

めいちゃん @snoopymaygon · 20時間20時間前 
福島、神奈川、栃木、石川、福井、茨城、岐阜、静岡、京都、大阪、滋賀、鳥取、

岡山、山口、愛媛、佐賀、長崎、鹿児島　

同時多発で１０時ごろからスパっと欠測。これだけ広範囲に綺麗な欠測になるのは初

めて。

何が起きている？

http://ma-04x.net/all.html 

yumiko.t @magorstea · 20時間20時間前 
@snoopymaygon 各地域、全滅なのは静岡くらいで何カ所か生きているので、線量ア
ップ隠しとは限らなくも見えますが…常に見ているのほんと大事ですねー。

めいちゃん @snoopymaygon · 20時間20時間前 
@magorstea 日本海側もほぼ全滅が多いし、これだけ広範囲は初めてで。
フレアかとも思いましたが、Ｘフレアが到達したのは１３：４６ＪＳＴですし、、、

http://85358.diarynote.jp/201503260610316207/
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（３月28日）　どうせダメなら、歌って踊って、笑って死んでやる…ッ！

http://85358.diarynote.jp/201503280828176488/

♪　と立地・都ラッチ　♪…　？
2015年3月28日 音楽 コメント (1)

おはようございます。

ＰＣ画面開けたら「０８：０８」でした。

幸先がいいですね？

（＾＾）

昨日は２４時間で２日分たっぷり休めた感じで、

（＾＾）

心身ともにかなり調子が良いので、

今朝は元気にこんな曲から♪

https://www.youtube.com/watch?v=jp5-V9ejLfk
白鳥の湖〜スペインの踊り（スネアのおっさん）

１０年くらい前にダイソー（百均）で仕入れた、

http://85358.diarynote.jp/201503280828176488/
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（＾＾；）

『クラシック・コレクション７：舞曲集」ってＣＤで聴いてるんですが、

天気と気分の良い朝家事のＢＧＭには、ぴったりなんですよね〜…♪

お♪

https://www.youtube.com/watch?v=ro4djYbOI08
白鳥の湖　スペイン・ナポリの踊り 

…「スペイン」が踊れるくらい、背骨が軟らかくなりたいなぁ…（＾◇＾；）…☆

（「ナポリ」は簡単だから踊れそう…ｗ）

ぅおぉッ♪

https://www.youtube.com/watch?v=fC4l5tG8Q4k&spfreload=10
TRITSCH TRATSCH POLKA　葉加瀬太郎 

（…しかしハカセもかなり被曝してるなぁ…）
　★（－－；）★

…弦ッ！　切れてるし…ッｗｗｗｗ

てことで舞曲からは脱線しました…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=53B3ZrhfnOA
葉加瀬太郎 情熱大陸【OFFICIAL】

（いや、「舞」曲では、あるか…ｗｗｗ）
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月28日8:29
地震図の２枚目。

フクイチ沖から関東内陸に食い込んでる震源点線が、

https://www.youtube.com/watch?v=ro4djYbOI08
https://www.youtube.com/watch?v=fC4l5tG8Q4k&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=53B3ZrhfnOA
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まるで北斗七星のようよね？

（－－；）

札幌までｐｍ２.５とやらが充満してます。

どうせダメなら、歌って踊って、

笑って死んでやる…ッ！



（３月28日）　私だってこんなクダラネェ仕事はさっさとやめてぇよ！スタッフにイ
シメしといて、接客のモチベが上がるわけねぇだろが！(`ヘ´)

http://85358.diarynote.jp/201503280859141142/

信じる者は、殺される…
2015年3月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
 
 
（承前）

じつは小学校のときに１年間だけバレエを習わせてもらえたことがあって、

発表会でコレを踊って大失敗して笑われた（＾＾；）のは、ナイショｗ

https://www.youtube.com/watch?v=dMRLYGCehXk
中国の踊り

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1 時間 1 時間前 
昨日27日に
３連続で地震が起こってる「震源地：福島沖」と「福島第二原発」の位置関係。今

日28日は、07時現在で（マグニチュード2.5以上の地震）が、５回、発生してる。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/581586561973678080/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
原発は稼働してなくても爆発する

という事を知らない人がいますよね。たまに。福島原発４号機は、稼働してないのに

爆発し、ボロボロ（画像）もしも燃料プールが崩壊したら、日本どころか、北半球が

壊滅的な放射能汚染になった。原発とはそういうもの 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/581481313351262209/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
福島沖の地震が夕方から３連続してますね

いわき市：20kmの沖合。深さも浅い。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/581467440514646016/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201503280859141142/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201503280859141142/
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
桜島：22時ごろから、
昨夜と同様、溶岩が噴水のように噴き出すストロンボリ噴火が起こってる。今日だけ

で28回の爆発的噴火。記録を更新してる。こんなんで、九州の原発を再稼働して平気
なのか。もしなんかあったら、誰が責任を取るんだ？

https://www.youtube.com/watch?v=in-4T1AVoNQ
バレエ「くるみ割り人形」〜 花のワルツ （チャイコフスキー）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
まあ、外食中心の人は厳重注意ですね。産地を見たら腰を抜かす人もいるだろうね。

cmk2wlさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3月20日 
福島の魚、基準値超はゼロ　２月検査と報道—でも３月は別—

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/ 
鮮魚測定システムを見たが、キロ500ベクレルあたりが検出限界になる、ひどい代物だ
った

https://www.youtube.com/watch?v=9PkVJuBFw2o
スラヴ舞曲　作品７２の２ ドヴォルザーク

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
メディアはいつまで「家具店の親子喧嘩」の報道をしてるんだろうね。　そんな報道

よりも、25日発覚した→『ストロンチウムが2.2兆ベクレル、セシウムは5100億ベクレ
ルも、海に漏れてた→

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/581090102035759104 …）」という人類

https://www.youtube.com/watch?v=in-4T1AVoNQ
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9PkVJuBFw2o
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/581090102035759104


史上初の最悪な事態は報道しないの？ 

cmk2wlさんがリツイート 
みんなの測定所・ふじみーる @fujimiiru 
· 3月17日 
2012年1月、私は埼玉県富士見市で地元の「放射能から・・・守る会」に参加していた
。その時参加者の中で、既に数名の方が「移住」すると聞いた。私は正直驚いた。そ

こまでしなくても大丈夫じゃ無いのか？神経質な人達・・・位にしか思っていなか

った。

今私は岡山。遅すぎる決断だったと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=ddNi8MiEdZg
ハンガリー舞曲 第5番 (ブラームス) 

cmk2wl @cmk2wl 
· 5 時間 5 時間前 
このカラヤンのタンホイザー、すごくいい。

https://www.youtube.com/watch?
v=LTyj856BtWY&index=8&list=PLdw8edjdQf9UiGg2zzGSNU_8FHAiBIz1V …

う〜ん（＾＾；）

ワタクシ、ばかで庶民なミーハーなんで、

小難しいワーグナー大せんせぇはイマイチ…☆
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月28日9:01
さて。「生きて国外脱出」を目指して…

https://www.youtube.com/watch?v=ddNi8MiEdZg
https://www.youtube.com/watch?v=LTyj856BtWY&index=8&list=PLdw8edjdQf9UiGg2zzGSNU_8FHAiBIz1V
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地道に、（＾＾；）

バイトに逝ってきますよ…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月28日10:34
暑いッ！(-_-#)
目眩と立ち眩み。

血圧不安定。(∋_∈)
３月末の札幌なのに、

暑すぎる…ッ！(ΘoΘ;)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月28日15:55
せっかく朝は快適だったのに、

バイトに来たとたん不快指数。

(-_-#)

あきらかに最初から客の知能と精神状態がおかしいのに、キレさせた私にペナルティがつく。

私だってこんなクダラネェ仕事はさっさとやめてぇよ！

スタッフにイシメしといて、

接客のモチベが上がるわけねぇだろが！(`ヘ´)

しかもタバコ臭い！

他人の迷惑なのは、

てめえらのほうだ〜ッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月28日16:04
鬱再発は治まりかけてますが、

いま完全に予知能力がストップしてるので、次に動くべき方向が、判らないんだよん…(T_T)
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（３月28日）　他のＳＶが居なくなったとたんにイジメを再発させる陰険ばかフィル
チを何とかしてくれ。

http://85358.diarynote.jp/201503282025593510/

バイト運悪。(-_-#)
2015年3月28日 就職・転職 コメント (3)
　

他のＳＶが居なくなったとたんにイジメを再発させる陰険ばかフィルチを何とかしてくれ。

(-_-#)
しかもこちらの質問にまともに回答できない事実を誤魔化そうとして、見当違いの作業と嫌み時

間で延々と客を待たせる逆ぎれ無能っぷり。

(-_-#)

ばかばかしくてやってられんわ！

(ノ-o-)ノ　┫

…と投げたくなったとたんに、神だか悪魔だかが、

「そこにいるのは偶然じゃなくて奇蹟な必然だから！」と…、
(-"-;)

まだ辞めるなと、隠然たるメッセージを送りつけて寄越す…

(-_-#)

そんなバイト運…。(∋_∈)

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月28日22:04
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「命を分ける正半月」。

原因不明の目眩と揺動感。

体調悪。(∋_∈)
入浴せずに寝てしまうことにします…。(・_・;)   
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月29日3:39
よく眠れて自然に目が覚めましたが、軽い頭痛と目眩と吐き気が継続。(-"-;)

…ストレス性の胃痛の前兆かなぁ…(-"-;)
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（３月29日）　さて。罵異屠…（－－＃）…。

http://85358.diarynote.jp/201503290851221692/

「原発の風下です。相当な濃度だと覚悟したほ

うがいいです。」

2015年3月29日 音楽 コメント (3)
 
おはようございます。

０８：０５．

札幌は降水確率終日０％の薄曇り。

日本海（朝鮮東海）から、ビミョウにストロンチウム混入の海霧が充満してきていて、あまり嬉

しくありません。

（－－；）

どうにも体調が整わず、怠くてしかたがないので、

今朝はＣＤで、コレ聴いて起きました…。
https://www.youtube.com/watch?v=U8TImFA1cAE
Professor Trance & the Energisers - Xingú 

まぁ、もともと例年、春先は苦手な季節だしね。

（－－；）

ほっといてもそろそろ更年期障害とかが始まるはずの年齢なのに、

さらに被曝と精神的苦痛（地震と原発事故恐怖）が、

どかんとストレスになってるからね…
（－－＃）

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
「落ち着け。人を恨んで自分をダメにするな。」ヘルベルト・フォン・カラヤン

https://www.youtube.com/watch?v=4MeiqdE_Nqs
葉加瀬太郎 ひまわり【OFFICIAL】

http://85358.diarynote.jp/201503290851221692/
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cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
NOAA予報では、関東に風が吹くのは30日の昼過ぎからで、その後は内陸部にまで風
が侵入していく様子です。

https://twitter.com/cmk2wl/status/581837097314725888/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
29日の夜から月曜日にかけて、関東の太平洋岸は東電福島原発の風下です。
相当な濃度だと覚悟したほうがいいです。

https://twitter.com/cmk2wl/status/581835431836323840/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=oFUeDjcChTw
葉加瀬太郎 エトピリカ【OFFICIAL】

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M6.0】ANTOFAGASTA, CHILE 109.4km 2015/03/29 01:36:52JST, 2015/03/28
16:36:52UTC
(G)http://j.mp/1D0sCxZ (USGS)http://j.mp/19sYEX3

…原宿の放射線量を知らなかったら、愉しい映像なんだが…
https://www.youtube.com/watch?v=UQu1TjPZS_A
【アカペラフラッシュモブ】

原宿で歌ってみたら、みんなが歌いだした。

…（〜〜；）…

「ひとの寿命があるていど視える」私には、

これとの、違いがわからん…
https://www.youtube.com/watch?v=4V90AmXnguw
Michael Jackson - Thriller (Short Version) 

https://twitter.com/cmk2wl/status/581837097314725888/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/581835431836323840/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=oFUeDjcChTw
http://j.mp/1D0sCxZ
http://j.mp/19sYEX3
https://www.youtube.com/watch?v=UQu1TjPZS_A
https://www.youtube.com/watch?v=4V90AmXnguw


…（－－；）…。

…な！なんだこりゃ…ｗｗｗ

なにやってるんだ、高島屋…ッ☆ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=qzX3JjtJUhg
高島屋のマイケル・ジャクソン　〜フラッシュモブ『スリラー』〜 

https://www.youtube.com/watch?v=dsUXAEzaC3Q&spfreload=1
Michael Jackson - Bad 

ｗ（＾＾；）ｗ

「心配するな、なるようになる！」

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

…なんか今朝は、すごい選曲だ…ｗｗｗ

われながら、ほんと、

演歌と打鈴（タリョン）とカンツォーネ（イタリア演歌）

「以外」は、

何でも聴くなぁ…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=esdnmpjhhxQ
「Loving you 」　SHANICE
       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=qzX3JjtJUhg
https://www.youtube.com/watch?v=dsUXAEzaC3Q&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=vAcHx7Ci6Ng
https://www.youtube.com/watch?v=esdnmpjhhxQ


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月29日9:02
さて。罵異屠…（－－＃）…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月29日10:21
体調につられて

精神状態も乱調です。

鬱から狂躁にならないよう、

気をつけないと…(-"-;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月29日10:36
…今さっき迷惑メールの報告を見たら、「ラブラブ萌え萌え」なるメアドから「母です」なる怪
文書が来てたみたいなんですが…(^。^;)…

我が実鬼愚母は、一体いつから「ラブラブ萌え萌え」なキャラになったんでせうか…ｗ
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（３月30日）　バイト遅番。転職したい…（－－＃）…

http://85358.diarynote.jp/201503300946159204/

…去るの手…？？（＾＾；）？？
2015年3月30日 就職・転職
　

おそようございます。

ＰＣ開けたのは０９：１９でした。

札幌は快晴無風。

気温は１０℃超。（－－；）

体調は低め安定。

バイト遅番。

気分は低調。

転職したい…（－－＃）…

てなことで、気分を穏やかにするためにＣＤで『グラン・ローヴァ物語』の＞

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A1%E7%89%A9%E8%AA%9E
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503301001543227/

♪ あなたに逢いに、逝けるかな… ♪
2015年3月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

（承前）（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=4gLEzKPEwvo
アーバンギャルド　あした地震がおこったら　LIVE

３０日０８時４９分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。

太平洋で津波発生の可能性があります。

日本への津波の有無については現在調査中です。

詳しい震源の位置はパプアニューギニア、ニューブリテンです。

気象庁では３０日９時９分に北西太平洋津波情報を発表しています。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 28分 28分前 
これはデカい地震だな。

プレートの関係上、日本にも影響があるだろうね

ついさっき。8時48分（マグニチュード 7.7）の巨大地震。　
気象庁もM7.0以上なので、津波情報を公表してる
（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150330091401394-300849.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/582337803507269632/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
被曝には個人差がある。

当時「しばらくの間は絶対に、水道水は飲むなよ」と言った。言う事を聞かなく、口

論にもなった。でも、あいつは飲んでた。そいつが先週、亡くなった。朝、ベットで

亡くなっていたという、心不全の突然死だ。彼女が３日後に発見したらしい。ま

だ34才。持病もない男
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/582337803507269632/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
3.11の爆発時、TVでは
「東京の浄水所から、高い放射能が検出されました。妊婦の人はミネラルウォーター

を無償配給します。最寄りの区役所へ問い合せて下さい」と報じた。あの時、都内の

水道水は高濃度の「ヨウ素、セシウム」に汚染されてた。なのに「絶対に水道水は飲

むな」とは報じなかった

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
3.11の爆発時、TVでは
「東京は0.9〜1.2マイクロありますが、すぐには健康への被害はありません」と言っ
てた。これはセシウムのガンマ線だけの数値。騙された人が多い。原発から直接、飛

んで来て、空から降ってきてる危険な20種以上の核種を、呼吸で吸い込んだ。TVとは
こういうものだ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
2011年の爆発直後
新宿の線量は（0.9マイクロ）を超えたとTVで言ってた。そのすぐあとTVで、どっか
の大学の偉い人が「これは問題ありません」と言ってた。夕方に雨が降った。これは

ヤバイと思って室内にいた。窓から見たら雨に濡れジョギングしてる人もいた。大変

な事が起こってると思った

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
川内原発の再稼働が決定してる

九州の大学教授が、テレビで「桜島が大噴火したら、火山灰で電源トラブルが起こり

、冷却不能になる」と言ってたけどね。まぁあれだ、総理が国会で「大噴火しても大

丈夫」と答弁してるからね。知らないよ。どうなっても。

cmk2wl @cmk2wl 
· 1 時間 1 時間前 
専門家：福島からのプルトニウム241は、日本の原爆の放射性降下物のほぼ 7万倍。
http://enenews.com/govt-expert-fukushima-emitted-67000-times-plutonium-241-japan-
atomic-bomb-fallout-nuclear-lab-events-fukushima-resulted-plutonium-contamination-
large-areas-oceans-officials-molten-fuel-particle …
Pu239、Pu240、Pu241の全体の合計でみると、212倍。
Pu241が突出している。 

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
頭がかゆいのは放射性硫黄35のせいかな…。
臨界して中性子が出ているなら、新たに生成されているはず。

皮膚に影響するはず。

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月30日11:19
…
１分前に、書こうと思っていたことが、思い出せない…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月30日14:22
思い出した。

「沖縄はもう独立するしかないだろう」って

書こうと思ったの。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年3月30日15:49
脳ベクレの客が多過ぎる。

(-"-;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201503301557395234/

北海道十勝産小豆。

2015年3月30日 グルメ コメント (5)
酒種＋パン酵母。(*^_^*)
イーストフード無し。o(^-^)o

ご機嫌改善。(^-^)g
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（３月31日）　だいたい私が「キレる」時って…空間放射線量に異常がある時さ…

http://85358.diarynote.jp/201503310944138278/

キレてる地〜図…。（違）
2015年3月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
おはようございます。

０９：３６。

バイトは休み。

札幌は不穏な強風。

（－－；）

午後から雨の予報なので、これ書いたら午前中のうちに、不要本の売却と、銀行でお家賃振込と

、食料買い出しを自転車ダッシュで片付けてまいります…。

今朝はなんとなくの気分でこのへんをＣＤで。

https://www.youtube.com/watch?v=O9moGJV9dZw
女子十二楽坊 自由

（前項コメント欄）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月30日21:16
まぁ放っといても浜岡原発が、

かってに滅亡してるけどな…
(ノ-o-)ノ　┫

だいたい私が「キレる」時って…
空間放射線量に異常がある時さ…

…（＝＝＃）…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201503310944138278/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=O9moGJV9dZw


鹿児島湾というより、ほぼ桜島

気象庁（7時27分：震源地：鹿児島湾・マグニチュード2.6）
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150331073153495-310727.html …）　
鹿児島湾の有感地震は非常に珍しく、2009年に桜島が活発になった以降、12回目の
地震。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/582680759086927872/photo/1

…カゴンマ在住作家・秋月こお氏は、ご無事だろぉか…
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=bniOEcClunA&index=8&list=RD01QyB_nCLT8
勝利 --- 女子十二樂坊

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました Eiji Tsuboi
膵臓

（https://twitter.com/taooret/status/581416516903530496 …）膵臓病の原因はストロン
チウムだと言われてますよね。「ストロンチウム 膵臓」で検索すると出てきます→『
ストロンチウム90は骨に蓄積しますが、その娘核種であるイットリウム90は、膵臓に
高濃度に蓄積され、糖尿病を引き起こす」

北濱幹也 @kitahamamikiya · 3月27日 
【内部被ばくの影響は１０年後、必ずでてくる】

■西尾正道北海道がんセンター院長

■放射線治療の第一人者

詳細→

http://www.zaikaisapporo.co.jp/kigyou/intervew/99.shtml … pic.twitter.com/RDgrp19xXN

Eiji Tsuboi
@taooret @kitahamamikiya 既に被曝症状らしい　体調不良は発症しているようです。
つくば市在住の当院、来院の患者さんの9割に膵臓不良が出ています。
胃の調子不良に似た症状なので、胃のトラブルと間違えています。被曝鈍感な方は膵

臓症状が重篤化して気付く事になります。

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150331073153495-310727.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/582680759086927872/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=bniOEcClunA&index=8&list=RD01QyB_nCLT8
https://twitter.com/taooret/status/581416516903530496
http://www.zaikaisapporo.co.jp/kigyou/intervew/99.shtml


https://www.youtube.com/watch?v=QBRd4x5_B00&index=11&list=RD01QyB_nCLT8
女子十二樂坊-淚光閃閃

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 16時間 16時間前 
今度は「トンガ」

このエリアで大きい地震が続きますね。朝のパプアM7.5も（M5.0+）の余震が続いてる
。トンガは17時頃もM5.6　太平洋プレートの境界付近なので、日本は無関係とは言え
ない震源域

17時18分：マグニチュード6.8 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前 
パプアニューギニア（08:48：Magnitude7.5 (7.7) ）の余震
【M4.7：13時38分】【M5.3：13:16】【M4.7：11:23】【M4.8：10:51】【M5.0
：09:43】【M5.7：09:15】

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 20時間 20時間前 
8時48分（ニューギニア：マグニチュード 7.7）の地震発生時の
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/582337803507269632 …）　鹿児島県の
地震波形。約6分遅れで鹿児島県に揺れの影響が伝わり、プレート通じ、宮城県ぐらい
まで揺れが到達しています
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（３月31日）　十勝平野に、脱原発北海道知事候補の佐藤のりゆき候補の遊説の声が
こだましている。

http://85358.diarynote.jp/201503311211429835/

ウケたｗ

2015年3月31日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (1)
 

神様、こんなに愉しい札幌だけは、どうか生き残らせてやって下さい…(^人^;)

omake.

佐藤のりゆき @satonoriyuki_jp · 1時間1時間前 
街頭演説その54

帯広五番館前で！

多くの方々と握手して、十勝のみなさんのパワーをいただきました！絶対に勝つしか

ないぞ！TPP断固反対！泊原発はいらないぞ！

http://85358.diarynote.jp/201503311211429835/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://85358.diarynote.jp/201503311211429835/


#北海道知事選 #統一地方選挙 

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 8時間8時間前 
十勝平野に、脱原発北海道知事候補の佐藤のりゆき候補の遊説の声がこだましている

。日本の食糧基地十勝にとって、一度事故が起これば食糧の安全を葬り去ってしまう

泊原発、何より原子力ムラが躍起になって再稼働を進めているプルサーマル原発は潜

在危機そのものだ。泊と大間を廃炉するために、応援！

参照：http://85358.diarynote.jp/201503301557395234/
 

http://85358.diarynote.jp/201503301557395234/


（３月31日）　（毎度お楽しみの「閉店前のタイムセール」が漁れなかったので、不
機嫌★）

http://85358.diarynote.jp/201503311935258034/

１９１９…（＾＾；）…。
2015年3月31日 音楽 コメント (3)
 
 
おばんでございます。

１９：１９でした…。
「行く行く」？（＾＾；）

午後から雨が降るという予報に騙されて、朝寝をアキラメて午前中から外出したのに、結局ま

だ降ってません。（＾＾＃）

帰宅後のフテ夕寝のＢＧＭは気分でこのへんの手持ちのＣＤでしたｗ

https://www.youtube.com/watch?v=h9iUhAYlFrY
LAILAH KI BOLI BOL 
（歌詞の意味は完全不明な、パキスタン音楽。）

見た目はキモイんですけどね〜（＾＾；）

歌唱力はさすがですわ、この兄弟…。

ついでなので「パキスタン音楽」で検索。

（＾ｗ＾；）どっかで見た舞台だ…
（代々木の野音だ！）

https://www.youtube.com/watch?v=zAtoX3pF4Sc
パキスタンバザール2012　パキスタン音楽　ちゃるぱーさ　3/5 

「延々繰り返しの音楽」という意味では、

バリのガムランまで続いている系譜ですよね…。）

とにかく典型的な「血液Ｂ型文化圏」なので、

とにかく、長いです。くどいです…。

http://85358.diarynote.jp/201503311935258034/
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…（＾□＾；）…
https://www.youtube.com/watch?v=qWdxfJRWcXE
Nusrat Fateh Ali Khan - Aiwen Bol Na Banere Utte Kawan (Full Qawwali)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月31日19:35
０５０３０４０．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月31日20:55
０５０３０５５．

（＾＾）

心身乱調だけど、とにかくよく「おなかがすく」。

（＾□＾；）

体重が「増えすぎてる」のが、むしろ大問題なんだけどね…★
（－－；）

ご飯は美味しい！

（汚染も少ない！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月31日21:20
…雨は降りだしたけど、この時間からなら、いつもの「夕方から買い出し」スケジュールで、じ
ゅうぶん間に合ったなぁ〜…★
（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=qWdxfJRWcXE
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（毎度お楽しみの「閉店前のタイムセール」が漁れなかったので、不機嫌★）
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（２０１５年０４月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年０４月）



（４月１日）　バイトは休み。／頭がかゆいのは放射性硫黄35のせいかな。

http://85358.diarynote.jp/201504011053411763/

Money Is The Key...
2015年4月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
おそようございます。

１０：３７です。

札幌は気温８℃の異常気象継続。

曇天無風。

昨夜の高線量の雨のおかげで、しかしながら空中の放射性埃が叩き落とされてくれたので、呼吸

は逆にラクです。

激しい倦怠感と脱力感。

バイトは休み。

この後のスケジュールを考えると是非とも銭湯出撃したかった日程なのですが、体調不良により

外出断念。

（－－；）

昨夜できなかった携帯の解約準備作業（データ移設）をやりつつ、だらだら静養してますぅ…（
－－；）★
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504011157366732/

頭がかゆいのは放射性硫黄35のせいかな／「
避難・疎開は逃げることではなく戦いなん

です」。

2015年4月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

きのう消えたデータなど、記憶に頼って発掘復元作業中ですが、

激睡魔に襲われれるので、また後で足します。

http://85358.diarynote.jp/201503301001543227/

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
頭がかゆいのは放射性硫黄35のせいかな…。
臨界して中性子が出ているなら、新たに生成されているはず。

皮膚に影響するはず。

http://85358.diarynote.jp/201502022052299874/

宮城野ソラ @Moulin_Rouge827 · 8月3日 
QT“@cmk2wl: 311後に降った黄色い物質。放射性硫黄だという話だけど本当は使用済
みの核燃料…
写真は劣化ウラン弾の酸化ウラン。 ”
https://twitter.com/cmk2wl/status/474475637088845824/photo/1
この黄色。この色の細かい粉がウチの玄関辺りに振りかかっていた記憶がある。花

粉か⁉と思ったっけ

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150401/85358_201504011053411763_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201504011157366732/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://85358.diarynote.jp/201503301001543227/
http://85358.diarynote.jp/201502022052299874/
https://twitter.com/cmk2wl/status/474475637088845824/photo/1


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6月5日 
311後に降った黄色い物質が劣化ウランならこうなることも当然考えられる
■「避難・疎開は逃げることではなく戦いなんです」観れば意味がよく理解できます

よ⇒覚悟が必要。

劣化ウラン弾放射能影響 : http://youtu.be/ZwWaQ0_c8wI @youtubeさん
http://t.co/HCO9rjpVRA

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月1日12:02
札幌12:00、ストロンチウム満載の海霧が上がって来てます。
この空気なるべく吸わないほうがいい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月2日8:57
宇宙天気ニュース @swnews 
· 20 時間 20 時間前 
[記事] 太陽風の急な強まりが到来しました。磁気圏は静穏です。
http://swnews.jp #swnews
 

http://youtu.be/ZwWaQ0_c8wI
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（４月１日）　「起きれない脱力倦怠感」。

http://85358.diarynote.jp/201504011544242686/

（作業中）

2015年4月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

なんとか再び起きだしましたよ。

１５：２７です。

札幌は客観的？には穏やかな晴天の広がる、まるで関東の３月初旬のような青い軟らかい空色な

んですが…

私の目には、「終末目前」の暗くて昏い、地獄の牢蓋のように視えています…
（－－；）

元気の出そうな曲を視聴しましょうかね。

https://www.youtube.com/watch?v=dbIoOuYqUhg
Panique Celtique
（画像が楽しいですわ）。

「起きれない脱力倦怠感満載の夢」のなかで、おそらく１２：３０〜１３：３０頃？

ものすごい全身の体温が上がって、末梢血管がすみずみまで炭酸入り（発泡酒？）になったか

のよーな、おかしな感触が３０分ぐらい続きました。

このトシ（５０歳！）だというのに今日も元気に月経出血大サービス中なので、いわゆる更年期

障害（女性ホルモン減少症）でないのは確かです。

被曝による内分泌の変調なのか、

被曝に対抗している健全な免疫反応なのか…？

まぁいずれにしても、私は、「全身をガン細胞に浸食されて死ぬ」心配だけは、

無いですね…（＾ｗ＾）ｇ

ちなみに精神安定用に寝ながら聴いていたＣＤは

http://85358.diarynote.jp/201504011544242686/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504011544242686/
https://www.youtube.com/watch?v=dbIoOuYqUhg


『the most relaxing - feel - 』ってやつでした…。
（一曲目）

https://www.youtube.com/watch?v=RIDWKHCOkdM&list=PL28EB38D40C66E8C5
世紀を越えて.wmv 

（＾ｗ＾）ｇ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月1日16:56
…ukayukkaさんが、ツイッタから消えてる…
（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=RIDWKHCOkdM&list=PL28EB38D40C66E8C5
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（４月１日）　4年前、メルトスルーなんて起こりませんでした。

http://85358.diarynote.jp/201504011736318789/

「大丈夫か？」「東京は福島から200km離れて
いるので安全です。」#4月1日。
2015年4月1日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

…ukayukkaさんが、ツイッタから消えてる…
（－－＃）

【子供6人に1人が貧困】 @MN_hito · 4時間4時間前 
SHARPが武器だけを破壊するナノロボットの開発に成功‼
@tsutsun2013: さすが東京新聞！気の利いたエイプリルフールです
ね(笑)"@MetalGodTokyo: 【4月1日の東京新聞特報部】
ついに戦争根絶ウイルス開発 ”

反安倍ブルドーザー隊 @MetalGodTokyo · 10時間10時間前 
【4月1日の東京新聞特報部】
ついに戦争根絶ウイルス開発 
https://twitter.com/MetalGodTokyo/status/583021499662999552/photo/1

お♪　美しいな♪

https://www.youtube.com/watch?v=dkD7qWZeNsQ
秋姉妹のラストスペルを作ってみた　秋穣子編

（あ、しかもコレ、『画のない絵コンテ』のラストとだぶる…☆）
http://85358.diarynote.jp/201501142056112578/

玉蟲 @TAMA6SI · 3月29日 
玉蟲さんがリツイートしました 反安倍ブルドーザー隊
https://twitter.com/metalgodtokyo/status/582015486163980290 …
日本史上の戦乱はその殆どが同じ民族同士による交戦なのだが…。

http://85358.diarynote.jp/201504011736318789/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
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反安倍ブルドーザー隊@MetalGodTokyo
自民党本部内ホールで上演された、拉致問題舞台劇「めぐみへの誓い－奪

還－」01:51:34からのせりふ
「どうして犬なんて食べるの信じられない」

「どうしてあんたたちの国は同じ民族同士で戦ったりするの」

http://live.nicovideo.jp/watch/lv215221450 …

https://www.youtube.com/watch?v=qmAMik1gzVw
秋姉妹のラストスペルを作ってみた　秋静葉編

lifestudent1 @yodonohigata · 3月28日 
これはナイス！！

“@MetalGodTokyo: 【東京新聞渾身の特集】
差別や平和破壊の先兵「日本会議」。地方選では必ず確認し、一人残らず落としまし

ょう。”

さてもう私はコワレてますｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=3VhqqRXHZno
【エルシャダイ】アゲハ装備で大丈夫か？【トルノグラフィティ】.wmv 

War Is Over @kenshimada 
· 1時間 1時間前 
東京都健康安全研究センターは、雨が降った際に放射線量が増える事を認めている。

つまり、大気中に舞う放射性物質が雨によって落ちてくるのだ。

http://onodekita.sakura.ne.jp/sblo_files/onodekita/image/2013081705.jpg …

War Is Overさんがリツイート 
肴 @sakana0709 
· 8時間 8時間前 
沿線火災とか急病人救護とか非常停止ボタンで新年度早々中央線が絶好調

War Is Over @kenshimada 
· 7時間 7時間前 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv215221450
https://www.youtube.com/watch?v=qmAMik1gzVw
https://www.youtube.com/watch?v=3VhqqRXHZno
http://onodekita.sakura.ne.jp/sblo_files/onodekita/image/2013081705.jpg


トリチウムが水や水蒸気の形で 人体に入ると99%吸収される。 飲料水として大量に摂
取すると生体内反応に失調をきたし、体重に対し30%を越えると死に至る。
そして「動物実験で特に造血組織を中心に障害（白血病等） が生じる。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11105855326 …

War Is Over @kenshimada 
· 7時間 7時間前 
東京は福島から200km離れているので安全です
#4月1日 
https://twitter.com/kenshimada/status/583072604740685824/photo/1 

War Is Overさんがリツイート 
marin @miamivice_22 
· 3月25日 
海上自衛隊の護衛艦いずもが就役した。　政府は憲法上「攻撃型空母の保有は許され

ない」との見解を示しているが、全長248m。形状を見れば政府見解とは全く違い攻撃
型空母の何物でも無い。大きさはスペインの空母とほぼ同じ。きな臭さがまた増した

。

https://www.youtube.com/watch?v=DvKoOq2NotA
エルシャダイ　通称「そんな装備」でアザゼルさんに挑んだ

War Is Over @kenshimada 
· 9時間 9時間前 
好酸球の増加は「被曝影響のシグナル』という都内の医師

「好酸球性胃腸症は、末血の好酸球の値が数十%に上がる事もあり、肺に影が出たり蕁
麻疹様の皮膚炎が続いたりする。

喘息も好酸球が絡む、気管支に浸潤して痰に出る。

奇病が起きるのではなく病気の頻度が増え治療の反応が悪くなっている」

War Is Overさんがリツイート 
Fallout: New Tokyo @FalloutNewTokyo 
· 17時間 17時間前 
高い値が出ると機器の故障ってその楽観主義をいい加減止めろよ

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11105855326
https://twitter.com/kenshimada/status/583072604740685824/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=DvKoOq2NotA


War Is Overさんがリツイート 
放射能汚染から子どもを守る @savethechild311 
· 17時間 17時間前 
セシウムは水溶性なので、放射能に汚染された牛乳では乳清（ホエー）にセシウムが

溶けています。

目に見えて分かりやすい乳清は、ヨーグルトの上部に浮いている上澄み液です。

上澄み液は捨てましょう。

乳清は絶対に摂取しないことです。

War Is Overさんがリツイート 
Angama @Angama_Market 
· 17時間 17時間前 
各国、各地域の日本製食品の輸入規制一覧。3/3/2015現在
。http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kisei_all_150303.pdf … 

War Is Overさんがリツイート 
原発川柳 @genpatsusenryu 
· 17時間 17時間前 
初期被曝　データ消去だ　福島県　#原発川柳

「大丈夫だ。問題ない」ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=HVJELGsO7YM
EVISBEATS / 八百万 feat 908

War Is Overさんがリツイート 
くすきはいね @kusukihaine 
· 3月31日 
渋谷駅に掲出されてるクロネコヤマトの広告がもしゃもしゃしててすごいんだけど、

何がすごいって毛並みを整えるお兄さんがブラシ持って常駐。

https://twitter.com/kusukihaine/status/582822209867010048/photo/1

       
 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kisei_all_150303.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HVJELGsO7YM
https://twitter.com/kusukihaine/status/582822209867010048/photo/1


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月1日17:39

War Is Over @kenshimada 
· 18時間 18時間前 
・4年前、メルトスルーなんて起こりませんでした。
・4年間、放射能汚染水は漏れ続けていませんでした。
・4年間ずっと、原子力緊急事態宣言は継続していません。
#今日は4月1日
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（４月１日）　フクイチ地下水脈は東京へ向かっている。

http://85358.diarynote.jp/201504012249164380/

「民主主義は多数決じゃダメなんだよ！」「大前提は何？」

「アイヌの言葉でチャランケって言うんだ」。

2015年4月1日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (6)

（２０１３年のやつですけどね。）

https://www.youtube.com/watch?v=LR5le0UFRkQ
【選挙フェス】＠渋谷ハチ公 13 07 20 
三宅洋平 山本太郎 3 魂の叫び！20:00終了まで 

アンディしげ @andyshige · 8分8分前 � 千葉県 いすみ市 
「国を守る」は「人民を犠牲に政府を守る」を言い換えた愛国者という卑劣漢の

言葉。 @nozomuyama あまりに重たい言葉。
「国を守るだなんて言う人は血の泥水をすすってから言ってごらん」

再び捨て石にはできぬ 沖縄戦７０年 中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2015032802000113.html …
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Pegasusさんがリツイート 
ホワイトフード @whitefood1 
· 3月31日 
今朝6時に空間線量が月平均の2倍以上で0.2マイクロシーベルト/時間の拠点が10拠点を
超えたので速報メールが飛びました。速報メールの登録はこちら。

http://goo.gl/ZDHnvm 
https://twitter.com/whitefood1/status/582698522631233538/photo/1

Pegasus @Pegasus311 
· 3月31日 
Twitter携帯用サイト「twtr.jp」リニューアルの思いがけない影響 - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/789056 視覚障害者はボタン式のケータイの方が使いやすいのに、
ガラケーでツイッター使えなくなったんだね。健常者以外は利用お断り？

sawaさんがリツイート 
石川栄一（元大学職員）自由と平和　脱原発 @ishi2011t 
· 3月24日 
＜★泊原発をやめた方が得する８つの理由１＞　泊原発が事故を起こしたら北海道は

すぺてを失います。北海道の上空はたいてい西風です。西風のときは、札幌が直撃さ

れます。不幸なことに、札幌は泊原発の真東、わずか65kmの位置にあります。全て読
む＞http://www.geocities.jp/mmkan2004/TomariEX.html#profit …

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月1日22:49
前項修正しました。

おやすみなさい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年4月1日22:54

Pegasusさんがリツイート  
北海道∞カズ @kazu8hokkaido 
· 4時間 4時間前 
はるみは、あと30年は原発動かす気だろうね。

日本がまだあれば。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月1日23:02

awaさんがリツイート  
ウィナ@春M3　う18b @Winna_Strive 
· 3月22日 
「同人」って言うから感覚が麻痺るけど、よくよく考えてみ。同人って「マーケ」「企画」「

設計」「製造（実装、外注、委託）」「販売」「流通」「販促」「営業」の全てが入ってんだよ

。見る人が見たら「こいつらこれを全部1人でやってるのか？！化け物め・・・」ってなるほどの
作業量なんだよ。

sawaさんがリツイート  
遠藤まめた @mameta227 
· 3月24日 
泣こうが喚こうが当事者のいうことは正しい。でも、それをきちんと相手に届く言語に翻訳でき

るのが支援者だ。DV被害者支援に関わっていた知人のことばだ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月1日23:05

sawaさんがリツイート  
Mistoffelees☆ @Mistofelees1 
· 3月23日 

http://85358.diarynote.jp/
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@ori2rainbow1 聞いた話では、フクイチ地下水脈は東京へ向かっていると。専門家が地図出して
いたそうです。それが本当ならもう４年経っており、どの位の期間をかけて到達するかわかりま

せんが、恐ろしいですね。東京に向かわなかったとしても必ず被害がでますよ。

sawaさんがリツイート  
Ⓜペッコ @pecko178 
· 3月22日 
【再掲】

＊ストロンチウムの拡散 
小魚 → 魚の骨・内臓・カニや海老の甲羅・貝殻に蓄積 → 魚粉として配合飼料になって牛・豚
・鶏・養殖魚のエサ → 有機肥料として田畑へ…

チェルノブイリでは考えられなかった汚染ルートです。

政府や御用学者の話を信じないこと。

sawaさんがリツイート  
Theresia_Gebets @Theresia_Gebets 
· 3月23日 
@pecko178 実は、釣り用の生き餌として安く売られてるエビや、乾燥エビを餌として、うちの金
魚や亀などにやっているのですが、３匹いるドジョウのうち１匹の背骨が変形し、次第にひど

くなっていってます。半年前買った時は奇形なんてなかったのですけど…ちょっと怖い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月1日23:06
 
sawaさんがリツイート  
かっつぁん @diabloedge1104 
· 3月24日 
●ジャガイモには、肉や乳製品よりも消化吸収のよい良質な完全蛋白質を形成する２２種類のア

ミノ酸が含まれているのです。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月1日23:06
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「俺はもうこりごりなんだよ、戦いは。」

さて。寝る。（＾＾；）



（４月３日）　われわれのイメージは東日本壊滅ですよ。／世の中が少しずつマシにな
ったのはその時々の「空気を読まないヤツ」が居たからこそなんですよね。

http://85358.diarynote.jp/201504030916481582/

保険会社のＣＭ／何が目的かバレバレ。

2015年4月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

あらためまして、おそめようございます。

０８：５８。

札幌は暴風雨。（吹雪じゃなくて雨！）

バイトは遅番。

…（－－；）…★

目覚ましの一曲はテッパンのコレをＣＤで。

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=-cKwxvb7TEs&list=PLL3aQ_bQYrKO-
NsSCT0BPqI_cEosfp1pm
AKIRA Symphonic Suite - 1 - Kaneda (Geinoh Yamashirogumi) 

https://www.youtube.com/watch?v=V0CAufDdudg
【GET WILD】techno overdub mix -TMN-

http://85358.diarynote.jp/201504030916481582/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504030916481582/
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9 時間 9 時間前 
あと、ネコを飼ってる人は注意した方がいいです

2012年夏にツイートしたけど、室内で線量が高い場所があるという知り合いからの相
談で、家に行っていろいろ原因を調べたら「ネコが野外に出て、身体にセシウムを付

けてきて家に入り、ネコの好きな場所。」そこだけが線量が高いという事があった

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10 時間 10 時間前 
空気清浄機（hepaフィルター）
使用1年間：直置きの線量
目黒通りから75mの地上4階の部屋。結構、気をつけてるつもりだけど、このありさま
。室内の線量（BG値：00.57〜0.072μSv/h）　数値は（ガンマ線＋ベータ線）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/583633442862075906/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10 時間 10 時間前 
解説するまでもないけど

病院への強制としての法律のもと、国が、ガン患者数をデータベースに管理するって

事は「もしも日本のガン患者が異常に増え出しても、いくらでも、データは修正、改

ざんができる」という推測も成り立つ。なぜ2013年に、そのような法案を急いで通し
たのかという疑念も出る

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11 時間 11 時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
特定秘密保護法が可決した日と同じ日

2013年12月6日に、こんなのも→「「全国の病院にガン患者の情報提供を義務付けるガ
ン登録推進法。　国がデータベースに記録し、一元管理。

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/408950016519053312 …）」も可決され
てる。まぁ、だいたい、何が目的かバレバレ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14 時間 14 時間前 
最近、テレビCMでも
「日本の国民病と言われる「癌」　日本人の２人に１人は癌になります」っていう保

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/583633442862075906/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/408950016519053312


険会社のCMをよく観る。そんなに多いのかと率直な感想
がん対策推進企業アクション：https://www.gankenshin50.go.jp/susume/contents6.html
…

…ココは、アウシュビッツじゃなくて、「養豚場」なんだぁ…ｗｗｗ

       
 

コメント

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日9:27
T. HIRANOさんがリツイート 
吉田昌郎 福島第一原発元所長の名言 @m_yoshida_bot 
· 3月30日 
われわれのイメージは東日本壊滅ですよ。完全に燃料露出しているにもかかわらず、減圧もでき

ない、水も入らないという状態で、本当にここだけは一番思い出したくないところです。ここで

本当に死んだと思ったんです。

. HIRANOさんがリツイート 
吉田昌郎 福島第一原発元所長の名言 @m_yoshida_bot 
· 3月30日 
チェルノブイリの10倍です。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日9:44
War Is Overさんがリツイート  
たられば @tarareba722 
· 23時間 23時間前 
この時期は「空気を読めない新人話」をよく目にするけど、ほんの15年前まで「休日は上司の引
っ越しを手伝った」とか「社員旅行で女子社員は浴衣でお酌するのが慣例」とかの話がぼこぼ

こあったわけで、世の中が少しずつマシになったのはその時々の「空気を読まないヤツ」が居た

https://www.gankenshin50.go.jp/susume/contents6.html
http://85358.diarynote.jp/
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からこそなんですよね。

 



（４月３日）　被曝雨に打たれて、運航時刻が不分明なバスに追いすがって、バイト
に逝ってきますわ…★

http://85358.diarynote.jp/201504030949276781/

「洗脳と言わずして他に形容がある？」／Radio
Actives Dive Into Your Body
2015年4月3日 音楽 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=xrPDiExxQEc
【Dive Into Your Body】extended 12’ version mix -TMN-

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
PM2.5　長崎、福岡、熊本あたりで濃度が高い。
風は南側から吹いています。

中国由来？それとも韓国由来？

一度でも「中国由来」とマスコミが言えば、それが事実としてまかり通る。

洗脳と言わずして他に形容がある？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/583661520598372353/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 8 時間 8 時間前 
今も西日本に東電福島原発からの風が行ってますよ。

明日は関東、東北、北海道方面です。

https://twitter.com/cmk2wl/status/583660188491624449/photo/1

Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox 
· 10時間 10時間前 
@cmk2wl 肺や腸からだけでなく、身体の皮膚全体から、あらゆる物質を吸い込んでい
るのでしょうね。

https://twitter.com/chicksmbox/status/583635992017559552

cmk2wlさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201504030949276781/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201504030949276781/
https://www.youtube.com/watch?v=xrPDiExxQEc
https://twitter.com/cmk2wl/status/583661520598372353/photo/1
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https://twitter.com/chicksmbox/status/583635992017559552


忍者=Ninjya @_Ninjya_ 
· 4月1日 （再掲）
これは悲惨・・・・自己免疫疾患と称されていた難病は、じつは被曝だったのだと確

信にちかいものがある・・・　RT　@cmk2wl @ST0NES 【最重要】【拡散】【必ず
見てください】あらゆる疾患が増加！

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n166544

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN- 

sakamobi @sakamobi · 2時間2時間前 
激しい戦闘により穴だらけとなったウクライナ、ドネツク国際空港廃墟

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188776.html … 

War Is Overさんがリツイート 
TBS NEWS-i @tbs_newsi 
· 14時間 14時間前 
「イスラム国」戦士 “戦闘前に向精神薬服用” http://cgi.tbs.co.jp/n/AJxT

War Is Overさんがリツイート 
msyun @zzsuzumebatizz 
· 9時間 9時間前 
すごい。日本には無いのか？兵隊を見殺しにするから作らない？

@kuroda06sayuri 中国海軍の13万トン医療鑑「和平方舟」@hopkins201204: 
中国の平和的外交…各国を回っている中国海軍の病院船がバヌアツへ。 船内は8つの手
術室、300のベッド、CT、レントゲ

War Is Overさんがリツイート 
くりえいと @kurieight 
· 9時間 9時間前 
太平洋戦の最大の教訓は「政府は国民を守らない」であった。

水俣病の最大の教訓は「政府は住民を守らない」であった。

沖縄戦の最大の教訓は「軍隊は住民を守らない」であった。

War Is Overさんがリツイート 

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n166544
https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188776.html
http://cgi.tbs.co.jp/n/AJxT


masanori watanabe @52Masanori 
· 3月27日 
福島市へ帰って来ました。郵便受けに大量の印刷物が！その中にこんなものが福島市

より。昨年のデータですが、これ程セシウムの値が高くても食べている方々が！ 
https://twitter.com/52Masanori/status/581351457359728640/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
菅 直人 (Naoto Kan) @NaotoKan 
· 6月27日 
コア・コンクリート反応とは、溶けた核燃料が原子炉圧力容器を貫通して格納容器の

底に達し、底に敷いてあるコンクリートと反応して侵食する事です。福島原発事故で

侵食がもっと進んで、格納容器の外に溶けた燃料が出ていたら、東京を含む5000万人
の避難が必要になっていました。@NSSOOK

https://www.youtube.com/watch?v=zswAWCr43h4
【Love Train】extended euro mix -TMN- 

…さて。（－－；）

被曝雨に打たれて、運航時刻が不分明なバスに追いすがって、バイトに逝ってきますわ…★
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日11:09
バス通は無問題。

北海道の線量グラフ、

再び急上昇突入中に情報切断。

実際どこまで上がっているのか不明。(-_-#)

急激な貧血感がありますなう。

(ToT)

https://twitter.com/52Masanori/status/581351457359728640/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=zswAWCr43h4
http://85358.diarynote.jp/
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504031549028568/

北海道のウソっぱち。

2015年4月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

北海道の線量グラフ、急上昇したあと切断された分がまるごと削除されたもよう。(-_-#)

同じ雨雲の青森の線量上昇ぶりを見れば、道内も相当な高線量になったと推測されます。

この雨には濡れないように！

しばらく水道水は飲まないように！

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日16:00
福島県内、地盤崩壊が起きてる？

グラフ切断されまくり。

まさしく、この世の地獄…
（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日16:21
思考完全に停止。

０.０８μくらいは

逝った気がする…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日16:28
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ビリビリする。

ふわふわする。

電磁波と中性子線もキテる…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日23:09
宇宙天気ニュース @swnews 
· 10 時間 10 時間前 
[記事] 太陽風が500km/秒の高速風になっています。3月の黒点数は38.4でした。
http://swnews.jp #swnews

http://85358.diarynote.jp/
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（４月３日）　札幌でも、親がなんも考えずに回転スシ喰わせて自慢してたような、暗
愚な家のコ達は、もうダメだな…(-.-;)

http://85358.diarynote.jp/201504032150435954/

【追記ｱﾘ】　いま目の前でバタンと人が倒れました。

2015年4月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
 
 
札幌バスセンター。21時39分。
まだごく若い、発育不良の、

見るからに「被曝思春期シンドローム」な女のコ。

いきなりバタンと倒れて、

ゴツンガツンとベンチに当たって、床に頭部を打ち付けて、

しばらく気絶。

しかしやはり、「被曝で痛覚も思考も鈍くなる」状態らしく…

ぼんやりと起き上がって、大丈夫ですとだけ言って、座り込んだまま、助けを求めることすらし

ない。

私？もちろん見棄てて

バスに乗りましたよ？

だって、どうせ、死ぬもん…

（今朝の分、再掲）。

War Is Overさんがリツイート 
菅 直人 (Naoto Kan) @NaotoKan 
· 6月27日 
コア・コンクリート反応とは、溶けた核燃料が原子炉圧力容器を貫通して格納容器の

底に達し、底に敷いてあるコンクリートと反応して侵食する事です。福島原発事故で

侵食がもっと進んで、格納容器の外に溶けた燃料が出ていたら、東京を含む5000万人
の避難が必要になっていました。@NSSOOK

http://85358.diarynote.jp/201504032150435954/
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https://www.youtube.com/watch?v=zswAWCr43h4
【Love Train】extended euro mix -TMN- 
 
 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日21:52
…で…┐(’〜`；)┌

フクイチがあからさまに、

【露天メルトダウン間欠泉】

死てますね…(ノ-o-)ノ　┫

https://www.youtube.com/watch?v=zswAWCr43h4
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日22:18
札幌でも、

親がなんも考えずに回転スシ喰わせて自慢してたような、

暗愚な家のコ達は、もうダメだな…(-.-;)

あきらかにチェルノブイリの子と同じ、成長不良で性的未分化で、若死に間違いない、死相がで

てる学生さんとかがいる…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日23:00
War Is Overさんがリツイート  
トミー @humming0918 
· 5 時間 5 時間前 
@humming0918 国産タバコの8割が福島産なの。

もう、住めないことみとめて、除染で誤魔化さずに、福島のみんな、避難させてあげてほしいー(
＞_＜)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日23:02

War Is Overさんがリツイート  
sakura@よこちん @taan1134 
· 3時間 3時間前 
京浜東北線の本当の遅れはなんなんだ

駅によって言うことがちがう

川崎駅「大宮で急病人」

関内駅「山手線新橋駅で人と接触」

京浜東北線車内「拾得物対応」

 

War Is Overさんがリツイート  
Greenlabel_sideB @greenlabel_tw 

http://85358.diarynote.jp/
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· 2時間 2時間前 
東京では、熱が出ないのに咳が長引く人が職場に増えたり、通勤電車が「急病人救護」のために

毎日のように遅延したりしている。変化の速度が緩やかなのでわかりにくいが、五年前と比べて

みれば、変化が生じているのは明白。報道されなくても発表がなくても、周囲を眺めれば何が起

きているかが、見える。

War Is Overさんがリツイート  
kenji @buick54aki 
· 2時間 2時間前 
ソビエトは社会主義なので土地所有は避難の障害にならなかった。日本では、強制移住は銀行の

担保を破綻させるので、できないらしい。命より経済が優先。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日23:04
War Is Overさんがリツイート  
HITOMI @hitomi5310 
· 4時間 4時間前 
さっきまで目の前に立ってた人がフラフラと。電車の揺れでフラフラしてたんだと思うんだけど

、さほど混んでいないとはいえそれだけふらつくならつり革つかむとかすりゃいいのにって。そ

れより、この間、電車の中じゃないけどふらつきながら歩いてた人が突然目の前で倒れたの思い

出して怖かったんよ。

 

War Is Overさんがリツイート  
けんP @nmb_nagi1 
· 2時間 2時間前 
電車の中でおっさんいきなりぶっ倒れたww

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月3日23:10
０５０

３３

６６。
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（４月４日）　てなことで、バイトは遅番…。

http://85358.diarynote.jp/201504040903104523/

歌いながら生きて歩く。

2015年4月4日 音楽 コメント (1)

　

おはようめ？ございます。

０８：３８でした。

 
札幌は昨夜遅くから、天気予報には無かった凄まじく怒り狂った北風神様の逆撃があって、さっ

ぱり綺麗な線量低めの、快適な空気！

酸素！酸素…！と、大喜びで深呼吸をしております…。

https://www.youtube.com/watch?v=cnU1gsdf0wE
陣内大蔵／深呼吸 

てなことで、バイトは遅番…。

ところで、昨年の今頃、この新ＰＣを入手してしばらくして、「悠宙舞で音楽が（タダで）聴き

放題！」と気がつき、「じゃあ、ＣＤはほとんど手放して、身軽に海外脱出が出来るわね♪」と

…

http://85358.diarynote.jp/201504040903104523/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
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考えた、はずだったのですが…
　…（－－；）…

何故か？悠宙舞の検索で初めて出逢った歌い手さんのＣＤを、ネットオフで検索して１０５円で

入手してしまう。という悪癖？が見についてしまい…
　＜（〜〜；）＞

増えてます！ＣＤ…☆
　ｗ（＾◆＾；）ｗ

んで。

陣内太蔵氏は、ちょうど私が「過労鬱で寝込んでしまった（何も出来なかった）１０年間」の頃

に一番活躍していた？らしく…

悠宙舞のおかげで、２０１５年の今、はじめて知った存在なわけですが…

ネトオフに１０５円在庫が山ほどあった（＾＾；）おかげで、今、仕入れたばっかりでまだ聴い

てないやつが１０枚以上？棚の上で順番待ちをしています…☆

で。「すれたromanticist」という曲が気に入ったのですが、今のところ、悠宙舞では聴けないら
しい…残念☆

代理でこの曲。（＾＾）

https://www.youtube.com/watch?v=4w9Bs-lAVwo
陣内大蔵 - Angel 

うん。今この人、何やってるんだろう？

まだ、歌っているのかな？

今も元気に、まっすぐ、歌いながら、生きていてくれることを、祈ります…。

https://www.youtube.com/watch?v=hQJXchQ_Yq0
陣内大蔵 - 晴れのち曇りそして雨
 

https://www.youtube.com/watch?v=4w9Bs-lAVwo
https://www.youtube.com/watch?v=hQJXchQ_Yq0


（４月４日）　【厳重警戒】福島で放射線量が急上昇！福島原発付近は線量が２０倍以
上に！福島原発で何らかの異常か？

http://85358.diarynote.jp/201504040917132770/

腐苦死魔、、、崩壊。

2015年4月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=s8znjAJIzNg
陣内大蔵 - いと小さき君の為に

かわらっぴ @cds190 · 11分11分前 
【厳重警戒】福島で放射線量が急上昇！福島原発付近は線量が２０倍以上に！福島原

発で何らかの異常か？付近の住民は注意！ 
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6020.html …

HIRO 89 @Geigers · 2時間2時間前 
フクイチで起きてる事は、重大な事ほど隠してる。きっと、悪化してる。

古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 14時間14時間前 
台風級の大荒れ。北海道東南部に低気圧が来ると福島第一の放射能を太平洋に吹き飛

ばしてくれる。フクイチでは何かが起って放射線量が上がってきていた。で、低気圧

http://85358.diarynote.jp/201504040917132770/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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を発生させたのだろう。人工気象誘導技術はすごい。

https://www.youtube.com/watch?v=64RhEr38Es0
陣内大蔵 - I never forget you

KO_SLANG @KO_SLANG · 4月2日 
終わらないよなぁ、、、これは。

作業困難、福島第１の１号機 最大毎時１１．１シーベルト
http://jp.wsj.com/public/page/0_0_WJPP_7000-527447.html … 
約４０分間浴びると死亡する高線量で、人間が入っての作業が極めて困難であること

が改めて裏付け 

予言者・天瀬妃美花 @nekomimimikon · 4月2日 
【厳重警戒】福島で放射線量が急上昇！福島原発付近は線量が２０倍以上に！福島原

発で何らかの異常か？

（「真実を探すブログ」2015/3/31） http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6020.html …
　天瀬予言再掲「福一ではいま大変憂慮すべき状況（燃料の地下核反応）が起き始め

ています」3/25

junko @junko_in_sappro · 4月2日 
福島原発・報道されない恐ろしい状況!
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/e0d8d66dac0a01b7290ffd01661def90 …
2015/3/26 作業員、線量超過相次ぐ　170人超現場離れる
同日、放射性物質 管理目標の３倍海に!
ストロンチウム90最高1㍑当たり7230Bq 
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/583485632044900355/photo/1

北海道∞カズ @kazu8hokkaido · 4月1日 
フクイチ爆発から四年。最初の大量放出後、毎時1000万Bqの大気放出を未だに止めら
れず、止められないどころかCTBTでヨウ素やテルルが未だに検出されるとこを見ると
、それだけでは済んでない。

また海洋放出は悪化の一途。

全て最初から予測できたこと。

収束どころじゃない。

https://www.youtube.com/watch?v=64RhEr38Es0
http://jp.wsj.com/public/page/0_0_WJPP_7000-527447.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6020.html
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/e0d8d66dac0a01b7290ffd01661def90
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/583485632044900355/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=kONnRPwjMmE
陣内大蔵 - BAKU
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月4日9:24
そして、ToruHirano氏もcmk2wl氏も、
「書き混みが途絶えている。」

というね…（－－＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月4日9:46
しかも…(-"-;)

怪奇！月蝕！

ですって今夜…？
ヽ（・＿・；）ノ

https://www.youtube.com/watch?v=kONnRPwjMmE
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（４月４日）　脳ベクレが顕著で、会話が成立し難く、ロレツが廻ってなく、自分の症
状が被曝と気づいてない急性被曝認知症が多いのが、静岡、神奈川、福岡。

http://85358.diarynote.jp/201504042145139314/

怪奇月蝕なう。

2015年4月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

見た目はふつうに三日月なんですが。(^_^;)

この携帯カメラじゃ撮れない…
(^_^;)

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日0:26
　

異様に静かだ。

何かが面妖しい。

ちなみに最近、東北のお客さんからの電話がまったくかかって来ません。(・_・;)

脳ベクレが顕著で、会話が成立し難く、ロレツが廻ってなく、自分の症状が被曝と気づいてない

急性被曝認知症が多いのが、静岡、神奈川、福岡。

(-.-;)
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（４月５日）　人間としての真の偉大さにいたる道は、ひとつしかない。それは何度も
ひどい目にあうという試練の道である。

http://85358.diarynote.jp/201504050855031075/

「壊れた原子炉よりも」「愛という窮屈」…

「じゃあ、５０００万人の避難も認めようね」

。

2015年4月5日 音楽 コメント (1)

まいど。０８：２０です。

バイト中番なので、もうあまり時間がありませんね。

（＾＾；）

札幌の外気温１０℃超…は、いいのですが、
凄まじい強風で。

（＠＠；）

ガタガタとアパートが揺れてます。

（いま震度２ぐらいの地震が来ても、きっと気がつかないな…☆）

さて、悠宙舞さんのせいで、期せずして、ＣＤが増殖してしまった…（＾＾；）うちの、槇原敬

http://85358.diarynote.jp/201504050855031075/
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之の「恋はめんどくさい？」という曲が大お気に入りランクインして（＾＾；）

今朝はもう１０回くらい延々リピートで聴いていたのですが…
（＾＾；）

悠宙舞さんに無いわ。（－－；）

残念。

代理。

https://www.youtube.com/watch?v=gcM_wDPOhDI&list=PL6ED1E74160572F30&index=21
槇原敬之 Happy Dance

https://www.youtube.com/watch?v=qw5pu9gcAm0&list=PL6ED1E74160572F30&index=55
槇原敬之 ／ Appreciation
　

（…これ、「アンチ・脱原発」の歌…？？）
（「壊れた原子炉よりも」って言ってるから、モロだよね…？）
…（＾＾；）…★

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
政治の動向も大事です。

でも今は、原発事故による放射能汚染の報道がされなくなったということの方が、よ

り深刻だと思いますよ。ストロンチウムが（2.2兆ベクレル）も漏れてても、報道が
ない。でも東電はHPで発表してますから「お前らに言ったからな。後で文句は言う
なよ」という事ですよね。

https://www.youtube.com/watch?v=7A_2YO-dWXk
the end of the world

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
基本となるのは、

人体は「セシウムとカリウムの区別ができない」ので、カリウム不足になると、セシ

ウムも取り込みやすくなる。だから日頃からカリウムが含まれた食品を食べる。「ス

トロンチウムはカルシウムと区別できない」ので、良質なカルシウム食品を食べ、カ

ルシウム不足にならないようにする。

https://www.youtube.com/watch?v=gcM_wDPOhDI&list=PL6ED1E74160572F30&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=qw5pu9gcAm0&list=PL6ED1E74160572F30&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=7A_2YO-dWXk


https://www.youtube.com/watch?v=3_RU_rEn6aI
EACH OTHER　歌詞付　noriyuki makihara

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
東京都多摩市

小田急：永山駅近くの橋（TERRA：γ線：0.16〜0.17μSv/h：max:0.18μSv/h）やや高
め

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/584288643914735617/photo/1

…被曝過敏症の私は、絶対に二度と、そんな怖いところへは戻れない…。
（＞＜ｐ）

https://www.youtube.com/watch?v=ww4B4UA9XwQ
「遠く遠く｣　槙原敬之

…いや、札幌も、安住の地ではないんだけどね…？
（－－；）

地震マップ @eq_map 
· 55分 55分前 
【M2.6】国後島近海 深さ148.0km 2015/04/05 07:42:16 http://j.mp/1J77tTe

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ41.3km 2015/04/05 04:26:09 http://j.mp/1bX4UrM

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.6】国後島近海 深さ103.6km 2015/04/05 00:02:27 http://j.mp/1Ie9HT6

地震マップ @eq_map 
· 17時間 17時間前 
【M3.4】日高地方 深さ8.1km 2015/04/04 15:32:07
(G)http://j.mp/1CoKQUl (Y)http://j.mp/19WPaUv (アニメ)http://j.mp/1P7bb3t

https://www.youtube.com/watch?v=3_RU_rEn6aI
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/584288643914735617/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ww4B4UA9XwQ
http://j.mp/1J77tTe
http://j.mp/1bX4UrM
http://j.mp/1Ie9HT6
http://j.mp/1CoKQUl
http://j.mp/19WPaUv
http://j.mp/1P7bb3t


地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 
【M3.4】網走地方 深さ238.7km 2015/04/04 14:27:53
(G)http://j.mp/1EUklxn (Y)http://j.mp/1BYVKQX (アニメ)http://j.mp/1EUklxl

https://www.youtube.com/watch?v=e37EISgLXfA
ANSWER
…「急に咳が出て」…（－－；）…。

cmk2wl @cmk2wl 
· 3 時間 3 時間前 
2015.04.04_21.00-00.00.Unit1side
https://www.youtube.com/watch?v=EQDOfl7Ox0U …
3号機の上で光が走っている。敷地内が明るくなったりするのは蒸気が噴き出して照明
が散乱しているからだろうね。福島県はもう無理。逃げなければ全員が死ぬ。

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
誰か中性子の測定器持ってないの？

U235や Pu239が検出されているから、そこらじゅうで中性子が検出されるだろうけど
、福島原発から遠い地域で、空から降ってきてないか。

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 
· 7時間 7時間前 
@cmk2wl 宅配にくるヤマトのお兄さん、二人とも花粉でひどいの、他の人達も同じだ
と言う。今日知り合いの耳鼻科の先生に伺ったら、「今年は対処療法さえ効かない。

今年に限って何を処方しても全く改善の兆しがみえない」とお手上げだそうです

cmk2wlさんがリツイート 
Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox 
· 4月3日 
大気中の微小粒子に含まれる重金属や化学物質の大半は１μm以下の粒子にあるという
分析結果。つまり、マスクも役に立たない。排気粒子１μmが99％とれるというごみ焼
却場のバグフィルターも無意味。焼却上の近くで血液異常が発生するのも納得。 

http://j.mp/1EUklxn
http://j.mp/1BYVKQX
http://j.mp/1EUklxl
https://www.youtube.com/watch?v=e37EISgLXfA
https://www.youtube.com/watch?v=EQDOfl7Ox0U


cmk2wlさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon 
· 4月2日 
「福島原発事故で侵食がもっと進んで、格納容器の外に溶けた燃料が出ていたら、東

京を含む5000万人の避難が必要になっていました。」（菅　直人　’14 6/27）
あれ、すでに格納容器の外に溶けて出たこと（メルトスルー）認めているよね。

じゃあ、５０００万人の避難も認めようね。

https://www.youtube.com/watch?v=APORjS0ctUI
そろそろいかなくちゃ　秦基博 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日8:55
cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前
 
人間としての真の偉大さにいたる道は、ひとつしかない。

それは何度もひどい目にあうという試練の道である。

 
アインシュタイン

https://www.youtube.com/watch?v=APORjS0ctUI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月５日）　無敵の？クマムシモードを誇るはずのこの私が、ヒヨリミ感染カゼを発
症しかけているという事実。(・_・;)

http://85358.diarynote.jp/201504051459541080/

ひさしぶりな自己嫌悪。(∋_∈)
2015年4月5日 就職・転職 コメント (8)
　

めったに無いことなのだが、

今さっき、ひさしぶりに、

ものすごく「自分らしくない」ことをした。

(・_・;)

天知る地知る我知る。(・_・;)

みずから自分の節をネジ曲げて

「うまく」生きるくらいなら、

潔く死んでしまえとマジ思う。

(∋_∈)

てか、午前中は大魔王様ご機嫌絶好調？って感じで嘘みたいに上っ滑りに幸運な？出だしだった

んですがね〜…(-"-;)…

好事魔多し。(-.-;)

いつもこうやって自ら足を滑らせ道を踏み外し、人生を台無しにしてしまうんだな、私は…

(ToT)

http://85358.diarynote.jp/201504051459541080/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201504051459541080/


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日15:02
ほんとに、まじ、そろそろ死に時だと思う…(∋_∈)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日15:05
淋しさで心が折れてる。

(-.-;)
こんなことをする私じゃないはずなのかに…
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日15:13
…あ〜(-_-#)

やっぱり空間線量が

上がってキテる…(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日15:28
…還りた〜い…(;_;)

けど、もう、「還るあの場所」すら、失くなってしまったなぁ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日21:45
なんとか無事帰投。

高線量の雨に濡れながら自転車で帰るという無謀。

心身とも状態悪化。
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無敵の？クマムシモードを誇るはずのこの私が、ヒヨリミ感染カゼを発症しかけているという

事実。

(・_・;)

肺のなかでトリチウムがシュウシュウいってます。

(∋_∈)

お風呂入る余力がありません。

ご飯だけ食べたら寝ます…

（るっきん＠ゆう百万回！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日21:47
もうず〜っと、常時「発熱中」だから、(T_T)

平熱の自分が、思い出せない…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月5日22:17
まぁキムチ雑炊で治らない風邪なんてそうそう無いし。(^_^;)

おなかいっぱい。

おやすみなさい。(^。^;)
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（４月６日）　今日はバイト上がりに、薬膳スープカレーで贅沢しよーーーーっと…♪

http://85358.diarynote.jp/201504060807269286/

「みんなの地球」だしぃ…☆
2015年4月6日 音楽 コメント (1)

おはようございます。

０７：４４。

ヒヨリミ感染カゼ発症継続中ですが、口腔上部から鼻腔軟骨あたりまでで雑菌叢の繁殖を抑え込

めているので、まぁ、免疫系さんにガンバッテもらうしかないかな…
（＾＾；）

どうも一呼吸ごとにトリチウム入り霧を吸い込むという環境下で、

白血球の増産体制が追いつけなくなっているようです…（－－；）…。
（今のところ赤血球は足りてるようなんですが、窓を開けて酸素を取り込もうとすると、霧と一

緒に放射能も入って来ちゃうんですよねぇ…
（－－＃）

昨夜はＣＤで「コレだけ数十回！」聴いて自己暗示で幸せになって就眠し

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
LOOKING AT YOU 
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今朝はＣＤでまた槇原敬之の「恋はめんどくさい？」を延々１０回くらい聴いて、元気にアゲア

ゲで目を覚ましました…
（＾ｗ＾）ｇ

この曲、有料配信とかで手に入る人は、ぜひ聴いてみて下さい。

歌詞もおもしろいんですが、リズムパートとスキャット部分の、

編曲が最高で♪

あげあげノリノリです♪

目覚ましタイマーとか、大掃除のＢＧＭにピッタリ♪

（…試しに「スキャット」で検索してみました…）

わははははッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=gEBu4i8U6fI
スキャットウルトラマッ！

　ｗ（＾◇＾）ｗ

ほんとに悠宙舞って、おもしろいな〜ｗｗｗ

（長生きは、するもんだ…ｗｗｗ）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
まったく熱狂的なファンという事ではないのだけど、今日は、ずっとYOUTUBEで、ジ
ョン・レンノンを聴いている。なぜか元気になります。

John Lennon-Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=aMiTqcB2tns … 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
Acoustic
John Lennon- Imagine（https://www.youtube.com/watch?v=iTywHAFZxcU …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/584648592368861184/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=gEBu4i8U6fI
https://www.youtube.com/watch?v=aMiTqcB2tns
https://www.youtube.com/watch?v=iTywHAFZxcU
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/584648592368861184/photo/1


メガネの無いジョン怖い！（＠＠；）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
外食する場合の危険度の判別法

店の店主と軽めに「放射能汚染」の話をしてみる。その時、もしも店主が「大丈夫な

んじゃないの？」とか笑って、かわしてくるような店だったら、危険度は大。これは

個人経営の「肉屋、魚屋、八百屋、総菜屋」にも適用可能でございます。#okfood
#ngfood

今日はバイト上がりに、薬膳スープカレーで贅沢しよーーーーっと…♪
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月6日8:09
０５０３

５５６★

惜しいッ（＾＾；）

５５５見損ねたッ
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（４月６日）　「せるふ魂徒労る」５回くらい聴きながら準備して罵痛に来ました。
(^_^;)　５連勤の最終日〜…(-"-;) 　

http://85358.diarynote.jp/201504060833137400/

the end of ...宮崎県の「お宮入り」。／「殺せ！殺しまくれッ！
」

2015年4月6日 音楽 コメント (1)

ちょっと並べてみ…いや、聴きましょうか？
https://www.youtube.com/watch?v=DJMleuamx2k
聖飢魔Ⅱ　THE END OF THE CENTURY 

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
現在、セシウムの同位体比はCs134→初期値から26％　Cs137→初期値から91％　初
期値が１：１なら1：3.5になる
フクイチ周辺で、この同位体比を超えてＣｓ１３４の比率が大きくなれば、それは溶

融地下核燃料の核臨界を示すものである

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
現在、十日ほど前からフクイチ周辺地域で異常な高線量が記録されている

東電は相変わらずのダンマリ隠蔽姿勢なので原因不明だが、可能性の強いのは原野火
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災によるセシウム放散かフクイチ地下核臨界である

もし後者ならCs134 Te129/132 I131/129 など揮発性の高い核種が出る

https://www.youtube.com/watch?v=5nlIt3tDmgY
The End of Asia

cmk2wl @cmk2wl 
· 7 時間 7 時間前 
福島第一原発 3号機付近。爆発的に蒸気を噴出中。
https://www.youtube.com/watch?v=A0KQnL9i718 …

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
JNN福島第一原発情報カメラ（LIVE）すごいことになってます。
http://www.ustream.tv/channel/tbs-live-camera …

cmk2wlさんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES 
· 8時間 8時間前 
.@whosavetheearth @cmk2wl プラズマ火球の昼の姿？
2015.03.06_06.03-09.00.TimeLapse
http://www.youtube.com/watch?v=92fCtm1BVE0&t=1m13s …
http://twitter.com/ST0NES/status/573769670454476800 …
東電はワザトらしく作業を演出してるんです。

https://www.youtube.com/watch?v=NH37lIiKygw
End Of The World 

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
【警告】　https://www.youtube.com/watch?v=pzmbs2aNAu4 …
東電福島原発の状態が悪化しています。風下は注意を。

福島、伊達、相馬、南相馬が風下になりそうです。

添付はリアルタイムアメダス（21時）と GPV（予報）

https://www.youtube.com/watch?v=5nlIt3tDmgY
https://www.youtube.com/watch?v=A0KQnL9i718
http://www.ustream.tv/channel/tbs-live-camera
http://www.youtube.com/watch?v=92fCtm1BVE0&t=1m13s
http://twitter.com/ST0NES/status/573769670454476800
https://www.youtube.com/watch?v=NH37lIiKygw
https://www.youtube.com/watch?v=pzmbs2aNAu4


cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
【重要】

ある任意の日時で測定した 0.3μmの微粒子数は198,963個（2.8リットル中）
体重 50kg の人の一日の呼吸量は 0.5L×28,800回 = 14,400リットル
そうすると 0.3μmだけで 10億超の微粒子を吸い込む計算に。

https://www.youtube.com/watch?v=C3HZho-g2B8
MELTY BLOOD: The End of 1000 Years - Red Arcueid 

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
手前はクリアなんだから、自然の霧やガスじゃないよ。

一部で臨界して、中性子を含んだ核種が舞い上がれば、他の場所でも臨界を引き起こ

すんじゃないの。相互に影響しあって…。
https://www.youtube.com/watch?v=-iFn1joC4lA …

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
これなんて、5号機、6号機から来てるんじゃないの？
すごすぎる。

https://www.youtube.com/watch?v=U3gv8s9ua4k …

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
1:32秒あたりから、激しく煙（蒸気）を吹き出す 3号機が見えます。
https://www.youtube.com/watch?v=ih2Z1C88tCs …
3号機のあたりが常にモヤモヤしているのは、煙（蒸気）です。

https://www.youtube.com/watch?v=HDbnVPG3jxI
The End of Evangelion- One More Final: I do (not) need you. 

https://www.youtube.com/watch?v=C3HZho-g2B8
https://www.youtube.com/watch?v=-iFn1joC4lA
https://www.youtube.com/watch?v=U3gv8s9ua4k
https://www.youtube.com/watch?v=ih2Z1C88tCs
https://www.youtube.com/watch?v=HDbnVPG3jxI


まだまだいっぱいありますね。the end 楽曲…ｗ
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月6日10:36
「せるふ魂徒労る」５回くらい聴きながら準備して罵痛に来ました。(^_^;)
５連勤の最終日〜…(-"-;)
 

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


（４月６日）　バイト前半は久しぶりに違う部署で、「仕事したな〜」(^-^)gという業
務内容と作業量。

http://85358.diarynote.jp/201504061557548859/

北海道、地震が連発中。(・_・;)
2015年4月6日 就職・転職 コメント (3)
 
 
 

　

私はヒヨリミ感染カゼが本格化する(-"-;)らしく発熱準備中。
くしゃみ鼻水、発熱３７℃台で３日くらいぐずるかな予想。

バイト前半は久しぶりに違う部署で、「仕事したな〜」(^-^)gという業務内容と作業量。
(^-^)g

いつもこうなら辞めるとか騒がないで済むんだが…

┐(’〜`；)┌
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まぁ、新管理職？に、

「刑事一課」（別名ミッターマイヤー）(^o^)／と、かってにアダ名をつけてるイケメンが来るら
しい？ので、職場環境に、

少しは潤いが出来るかな…ｗ
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月6日20:40
さらに朗報。

顔よし頭よしで「イイ性格」の(^。^;)エル似の才媛嬢がバイトから中間管理職？に出世決定。
(^-^)g
これで少しは風紀が改善されるだろ〜(^。^;)

なにしろ下着姿に化け厚化粧のキャバ娘どもがダラダラうんこ座りしてたりしてた、恐怖の異常

識異空間オフィスだったからなぁ〜…
…(^。^;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月6日22:15
無事帰投。

前からすっと入りたかった外食予算オーバーのスープカレー店は目当てのメニューが売り切れ

(ToT)
という悲喜劇でしたが、

まぁ居心地よくてそこそこ美味しかったです。(^_^;)

でもあれなら白石の羽豚屋さんのほうがはるかにリーズナブルかな〜…

(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月6日22:16
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機嫌はいいけど、

鼻水垂れてます。(^。^;)
寝ます！

 



（４月６日）　なにが起こるの　おかあさん？

（http://85358.diarynote.jp/201504062257153778/

FUCK！…「なにが起こるの　おかあさん？」
2015年4月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

腐苦異もかよッ

https://www.youtube.com/watch?v=gRBxAvwFmzg
The End of Asia/Faker Holic/Yellow Magic Orchestra

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
福井県でも放射線量の異常値。

今日の14時50分ごろと15時30分ごろ、２つのスパイクが出ています。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585036933383856128/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
福島の放射線量の異常値。

複数箇所のモニタリングポストの線量に異常値が出ています。　最高値（54μSv/h）
など。複数箇所、時間差もあるので、線量計の故障ではないですね。
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https://www.youtube.com/watch?v=gRBxAvwFmzg
The End of Asia/Faker Holic/Yellow Magic Orchestra 

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
なにが起こるの　おかあさん？

https://twitter.com/cmk2wl/status/584988002042023936/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
まもなく東電福島原発からの風が関東に吹きます。破局事故なのです。取り返しはつ

きません。距離をあける以外に方法はない。

添付は6日20時。8日まで吹く予報です。
https://twitter.com/cmk2wl/status/584987116431507456/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
【拡散】cmk2wl 腐りおちる髪の毛、光を失い空洞となった目、腐臭のする皮膚のでき
もの、次々に脱落していく歯、大人でも絶叫するほどの痛み、口からとめどなく溢れ

出る血液、考えることができなくなった脳、子どもの死。 未来を予測することができ
るなら、回避することはできる。

cmk2wlさんがリツイート 
絶望型超現実主義　妖怪まみー @youkai_mommy 
· 12時間 12時間前 
@cmk2wl 『放射線防護の仕方（緊急時編）』
http://togetter.com/li/288714 
もしかして現在こういう状況かもしれませんね。

cmk2wl @cmk2wl 
· 22時間 22時間前 
福島第一原発 3号機付近。爆発的に蒸気を噴出中。
https://www.youtube.com/watch?v=A0KQnL9i718 …

https://www.youtube.com/watch?v=gRBxAvwFmzg
https://twitter.com/cmk2wl/status/584988002042023936/photo/1
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https://www.youtube.com/watch?v=WaJuR8QaBrQ
The Carpenters The End of the world (with lyrics)



（４月６日）　脳の機能低下・知能の低下・無気力症状という形で表れ、自殺も増加
した。問題なのは、これを「自分自身が気がつかない」ということ。

http://85358.diarynote.jp/201504062322193675/

Waiting for the End．
2015年4月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
…眠れなくなっちゃった…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=JSUIQgEVDM4
The Doors - The End (original) 

地震マップ @eq_map 
· 21分 21分前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ61.8km 2015/04/06 22:43:03 http://j.mp/1DEypv1

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M4.6】根室半島沖 深さ46.5km 2015/04/06 13:58:42
(G)http://j.mp/1DDsy99 (アニメ)http://j.mp/1IBYSXO

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M3.8】浦河南方沖 深さ47.2km 2015/04/06 12:29:51
(G)http://j.mp/1Jdb9D3 (アニメ)http://j.mp/1Jdb81X

https://www.youtube.com/watch?v=eVTXPUF4Oz4
Linkin Park - In The End

宇宙天気ニュース @swnews 
· 10時間 10時間前 
[記事] 昨日のフィラメント噴出でCMEが発生しています。高速太陽風が続いてい
ます。 http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=5qF_qbaWt3Q
Waiting for the End (Official HD)
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http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=5qF_qbaWt3Q


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月6日23:28

War Is Over @kenshimada 
· 11時間 11時間前 
チェルノブイリ事故の被曝者をずっと診察してきた医師が指摘するのは、被曝者のほぼ全員が「

中枢神経障害に罹る」という事実。脳の機能低下・知能の低下・無気力症状という形で表れ、自

殺も増加した。問題なのは、これを「自分自身が気がつかない」ということ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月6日23:29
寝ま〜す…☆
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（４月７日）　何故か？想定外４連休の初日。

http://85358.diarynote.jp/201504070806571058/

＋２「うんちゃら・うんちゃら」（違）

2015年4月7日 音楽 コメント (2)

　

起きてます。

和やわさ08時03分。
何故か？想定外４連休の初日。

クシャミ鼻水たらたら。(∋_∈)
予定どおりゴミ出しだけしたら午前中は寝てます。

マキハラの「ウンチャカ」て曲が気に入ったので後で貼りま〜す

https://www.youtube.com/watch?v=CZ7hBcuCdXM
槇原敬之/ゥンチャカ

…コイツ「自民党のコ」だなぁ…
ｗ（－－；）ｗ

夏にする「いいこと」が、「墓参り」と「挨拶回り」…
（－－；）

ボランティアとか、自学自習とか、もぅちょっと「世の中や自分のため」になる、前向きなも

のは、思いつかないのかな…（－－；）…

同じく槇原敬之の「猫が踏んじゃった」が、

とてもすてきなノロケ音楽で気に入ったのですがｗ

悠宙舞さんに無いので、代理ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=WsM-852Dd3o
ねこ(が)ふんじゃった

https://www.youtube.com/watch?v=Ucor1wv9PLY
ネコふんじゃった　ヴァイオリン　香南ジュニアオーケストラ

https://www.youtube.com/watch?v=g5YDyFmsa7w
【ファミチキ】ねこふんじゃったを感動的に転調して弾いてみた。ピアノ 

https://www.youtube.com/watch?v=DEm7_sTAXhA
某ゴルフ場のロビーにある素敵なピアノで弾き逃げしようと思ったら… 

（…きょ、曲が…っｗｗｗ）

※「うんちゃら・うんちゃら」

http://booklog.jp/item/1/4592887085
…の中に出て来る、一部で有名な「迷」せりふ…ｗ
（知ってる人は、一生忘れられないｗ）

http://www.bing.com/images/search?
q=%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%89&qpvt=%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%89&qpvt=%e3%81%86%e3%82%93%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%89&FORM=IGRE#view=detail&id=52F
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月7日14:54
…ちょっと待て。

北海道と青森、ナニゲに線量グラフがキレ消えだぜ…？？

（－－＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月7日14:58
０５０３

６６６．（－－；）
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（４月７日）　まさかこんなことが起こるはずはないと思いこむことによって，頭が非
常事態であるという認識に切り替わらない状態　＝　正常性バイアス。

http://85358.diarynote.jp/201504071508556268/

「南相」サトリ発見伝奇…（違）。
2015年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

あらためまして、おそようというか、こんにちはでございます。

１４：５９．（＾＾；）

さすがに起きだしましたが、予定の掃除はやる元気がありません。

そして、降水確率０％だったのに、さっきちょっと吹雪いてました…
気温、高いのに！

そして、「変な雪」でした…

たぶん、放射性粉塵が、核になっている雪。ですね…

https://www.youtube.com/watch?v=TeCwl55jDjE
ベスト電器で「ライディーン」を集団弾き逃げ 

https://www.youtube.com/watch?v=nuMqgE7W5Uw
コジマ電気で「東風」を集団弾き逃げ 

http://85358.diarynote.jp/201504071508556268/
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この「弾き逃げ」という新しい？遊びは、昔だったら楽器屋のおやじに怒られたことでしょーが

、害がなくて周囲も愉しくて、腕に自信がなければチャレンジできない芸でもあったりで、ちょ

っとすてきなイタズラで、（まぁ警備員さんも敢えて注意とかしないんでしょうが。）

わくわくしますねｗｗ

　（＾ｗ＾）ｇ

（昔だったら「道場破り」とか…？ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=W_ZocQG-cBk
「千本桜」を弾き逃げしてみた。

「大丈夫だ。問題ない。」

あとは、全員、死ぬだけ…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=3glP3le9zIk
ピロカルピン『箱庭の世界』MV
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月7日15:19
cmk2wl @cmk2wl · 14 時間14 時間前 
日本人って、異様なほどに元気がないと感じる。苦い心、抑圧された心理、苦しい日常、かかさ

れた恥、将来への不安を表す表情の数々。

電車に乗るだけで、カタバシスに見舞われた人達を沢山見ることになる。

さやさや

@cocoyaka @cmk2wl 

https://www.youtube.com/watch?v=W_ZocQG-cBk
https://www.youtube.com/watch?v=3glP3le9zIk
http://85358.diarynote.jp/
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よくわかります。

生きる屍です。

なんのために生きているんだろう？

そりゃこんなんじゃ政治にも放射能にも他人にも無関心だわ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月7日15:33
Lightworker @Lightworker19 
· 33分 33分前 
まさかこんなことが起こるはずはないと思いこむことによって，頭が非常事態であるという認識

に切り替わらない状態　　＝　正常性バイアス

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月7日15:40
Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
「そこらじゅうに広がる」恐怖こそ、彼らの何よりの好物なのである。彼らは「恐怖、心配、

混乱、飢餓、落胆」などが食料なので、彼らが支配する人類の間にそれらの感情を生み出すべく

不断に努めてきた。http://bit.ly/1b59yj1

http://85358.diarynote.jp/
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（４月７日）　いいかい? 広島型原爆168個分のCs137が撒き散らされたんだよ、福島
原発から。

http://85358.diarynote.jp/201504071542244266/

「関東は直撃されてますよ」／金町浄水場水

道水、１００ベクレル超が普通。

2015年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=vVIA1ISs6M4
【初音ミク】 千本桜 【オリジナル】 HD720P 

cmk2wl @cmk2wl 
· 3時間 3時間前 
リアルタイムアメダス（11時）でみても、関東は直撃されてますよ。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/585287388722630657/photo/1 

amaちゃんださんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】tokaiama 金町浄水場水道水、４回目の測定　１２１ベクレル、リットル　ほ
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http://85358.diarynote.jp/201504071542244266/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150407/85358_201504071542244266_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150407/85358_201504071542244266_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150407/85358_201504071542244266_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vVIA1ISs6M4
https://twitter.com/cmk2wl/status/585287388722630657/photo/1


ぼ１００ベクレル超が普通になっている

https://www.youtube.com/watch?v=v9qFvtS33FU
【演奏してみた】陸上自衛隊中央音楽隊「千本桜」【超パーティーⅢ出演記念】 

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 1時間 1時間前 
怖い。"@Reuters_co_jp: 今年に入って米カリフォルニア州南部の海岸に打ち上げられ
たアシカが、過去最高の２２５０頭に達した。打ち上げられた大半が子どもだという

　http://bit.ly/1H0yEzO "
https://twitter.com/Reuters_co_jp/status/585303037054328832/photo/1

戸谷真理子さんがリツイート 
iPatrioticmom @iPatrioticmom 
· 3時間 3時間前 
↓　下記研究報告書pdf ファイル　201237029A0001.pdf 　に、原発事故後に海上自衛
隊艦艇が洋上で空間線量を測定していたという記述あり。 
https://twitter.com/iPatrioticmom/status/585287136389115904/photo/1 

戸谷真理子さんがリツイート 
iPatrioticmom @iPatrioticmom 
· 3時間 3時間前 
防衛省に情報公開請求したところ、艦艇の測定分は記録がないとのことで、海洋観測

艦の報告書に記載された3/31以降の測定結果のみ公開されてきた。

うひゃひゃ♪（＾◇＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=bxSuYvbfbuA
2014 NicoNico超Party 陸上自衛隊中央音樂隊 ~組曲~ 

Lightworker @Lightworker19 
· 45分 45分前 
元前橋工科大学教授の濱嶌氏 「私の研究では、 富士山の噴火と同時に首都圏直下型の

https://www.youtube.com/watch?v=v9qFvtS33FU
http://bit.ly/1H0yEzO
https://twitter.com/Reuters_co_jp/status/585303037054328832/photo/1
https://twitter.com/iPatrioticmom/status/585287136389115904/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=bxSuYvbfbuA


地震が発 生します。この２年以内には起きる」 http://bit.ly/15SoEp3

https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo
和楽器バンド / 千本桜 

Lightworker @Lightworker19 
· 57分 57分前 
衝撃の事実　郡山市が全滅する　

http://youtu.be/PZLzQ8Vi1OE

父方の親族がほぼ全部住んでいる土地ですが、なにか？

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
過去の大気核実験やチェルノブイリと比較してどーだとか言ってるけどさぁ、いい

かい? 広島型原爆168個分のCs137が撒き散らされたんだよ、福島原発から。

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
首都圏もチェルノブイリ並みに汚染されている　

http://bit.ly/1bxwSSQ 　

https://www.youtube.com/watch?v=ohUbKy5XG4I
【合唱】　千本桜！！！

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://bit.ly/15SoEp3
https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo
http://youtu.be/PZLzQ8Vi1OE
http://bit.ly/1bxwSSQ
https://www.youtube.com/watch?v=ohUbKy5XG4I
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2015年4月7日15:44
Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
・睡眠は８時間はとっているのにクマが先月より濃い事。 ・右手が偶につる

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
この数週間で馬がバタバタと倒れはじめたんだそうです。牧場には３２頭の馬がいましたが、そ

のうちの４頭はヨロヨロと腰が立たない状態で、一番症状がヒドい白いミニチュアホースは毛並

みもボロボロ。http://bit.ly/10GlPTL



（４月７日）　熱あがってきた…

http://85358.diarynote.jp/201504071812262545/

「札幌は泊原発の真東、わずか65kmの位置にあります」。

2015年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=HqFCgm-ybaI
はなわ ちえ　「津軽じょんがら節」　独奏♪ 

sawaさんがリツイート 
石川栄一（元大学職員）自由と平和　脱原発 @ishi2011t 
· 3月24日 
＜★泊原発をやめた方が得する８つの理由１＞　泊原発が事故を起こしたら北海道は

すぺてを失います。北海道の上空はたいてい西風です。西風のときは、札幌が直撃さ

れます。不幸なことに、札幌は泊原発の真東、わずか65kmの位置にあります。
全て読む＞http://www.geocities.jp/mmkan2004/TomariEX.html#profit …

https://www.youtube.com/watch?v=KnQgMKjuSJ8
ソーラン節 参 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1 時間 1 時間前 
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これですよね。2号機パラメータグラフ。
RT @61uriel 2号機温度は4月3日朝までは20℃ぐらいだったのが昼から70℃、6日に
は86℃超えてます(H2-16E TE16-114K#1)。何かあったんでしょうね。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585349336948584448/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 
福島の線量の異常値。

どうなってんだ？これ。こんな異常な状態を見たことがない

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585344059775942656/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Gc7miiLjJ8Q
Syrup16g - 末期症状 

cmk2wl @cmk2wl 
· 2 時間 2 時間前 
ほんとうにマズい。

飯館村その他で大規模に線量計が機器調整中とされてしまった。

これを機械の不具合だと言いつのるのだろうか…。
福島県設置の線量計は、原子力規制庁のに比べて正しいと思われる値だったのに…。
https://twitter.com/cmk2wl/status/585338555880247296/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
３５歳の男性　汚染が怖い新防護服

「生地の目が粗いから、紫外線を通して日焼けする。特に首がひどい。全面マスクを

留めるゴムバンドや半面マスクのひもの跡がくっきりつく。」

http://www.tokyo-
np.co.jp/article/feature/tohokujisin/fukushima_diary/list/CK2014083002100014.html …
それ、日焼けじゃなくて β熱傷でしょ。

https://www.youtube.com/watch?v=sw7jsm1-7yM
Maki X Taiki Feat. Mummy-D, Zeebra - 末期症状　 "日本語ラップ".mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=vIGTNN51bTA
ずっと嘘だったんだぜ/斉藤和義 
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検索おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=nqgL6o5YPwg
HPV（子宮頸がん）ワクチン替え歌　「ウソラバ」
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月7日18:13
熱あがってきた…
寝ます。（－－；）
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（４月７日）　南相馬市では55μSvを記録。

http://85358.diarynote.jp/201504072200454238/

「どうもフクイチで、とんでもない事態が起き

ているようだ。」

2015年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

札幌は降水確率０％だったはずなのに、小雪が降っています。

そのおかげか、空間線量は低め…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3分 3分前 
原発が爆発した時

正確な情報を国民へ伝えていたのが、NHKの水野さんだけ。　あの日「野外にいた
人は、家に入る前に玄関の外で、髪の毛を払い、着ていた服と靴はゴミ袋に入れて野

外に保管して下さい。絶対に玄関に入れないように」とテレビで言った 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 47分 47分前 
原発事故後、だいたい全国の放射線量を毎日、確認してるけど、昨日から福島で起こ

ってるモニタリングポストの放射線量の異常値は、はっきり言って「こんなの初

めて。」これだけは断言できる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 56分 56分前 
ここも今日の16時ぐらいから
変になってるモニタリングポスト（グリーンのグラフ）の地域。　ブラックは今日の9
時ごろ急上昇のグラフ。変なMPが『機器調整中』になっていて「欠測状態」のまま。
こんなに、あちこちで機器不具合は考えられないよね 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585408885873188864/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 
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なんか２ちゃんねる情報だと

「今日、いわき市内のモニタリングポストが、まったく稼働していない」というのが

あるのだけど、どうなんだろう？ほんとかな？　ということで、福島医科大にアクセ

スしたら、ここも、野外線量計がOFFになってるな 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585404899241799680/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
Multi-Pocket. Survival wear
サバイバル - Wikipedia（災害などの生命の危機から、何とかして生き残ること
。http://bit.ly/1a0Swpc ）

https://www.youtube.com/watch?v=BdXklYUJCxI
Cyndi Lauper - What’s Going On ft. Chuck D 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2 時間 2 時間前 
考えられる原因は

①使用済み核燃料プールの水が抜けてジルカロイ鞘が溶融した

②地下メルトスルー核燃料ｈが大規模な再臨界を始めて手が付けられない状態

上の事態では、誰一人現場に近づくことさえできず周辺10キロは放棄され、核臨界が
なすがままに放置される

こうなれば東京も避難へ

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
amaちゃんださんがリツイートしました 
竹ちゃん。日本人の為の政治勢力を支援

どうもフクイチで、とんでもない事態が起きているようだ

https://twitter.com/gomat147/status/585394519341838336 …
南相馬市では55μSvを記録、飯舘村、福島市でも異常高線量
寄生庁は偶然の一致にしたようだが確率論から、ありえない

東京も避難準備が必要になるかも

大至急、線量計を出して

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585404899241799680/photo/1
http://bit.ly/1a0Swpc
https://www.youtube.com/watch?v=BdXklYUJCxI
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amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
これは測定機器の故障などではない！

核種によっては集合性の強いものがあり、塊となって移動するのだ

http://mainichi.jp/select/news/20150408k0000m040019000c.html …
3年前、利根川栄橋周辺で数十μの異常高線量を確認

ガンマ線には反応せずベータ核種の可能性

Cr85などの重いガス核種が漂っていたと判断

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 2時間 2時間前 
@tokaiamada 【偶然の一致】　福島第１原発２号機の格納容器内の温度計と、南相馬
市および飯舘村のモニタリングポスト３つが同時に故障した→

　http://mainichi.jp/select/news/20150408k0000m040019000c.html …

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 5時間 5時間前 
@tokaiamada 歴史教科書の「アイヌから土地を取り上げた」の記述を「アイヌに土地
を与えた」に修正 http://goo.gl/WTTmfS なお http://goo.gl/w8L3Op 過去を見ない者
http://goo.gl/ayisuy

https://www.youtube.com/watch?v=O3XuxlePc4Y
Cyndi Lauper - Money Changes Everything 

…さて。次はこれでも観るかな…☆

https://www.youtube.com/watch?v=EYqrQKrjsos
銀河鉄道９９９・永遠の旅人エメラルダス 

（あと残り「余生」の目標は、

「映画を１０００本観る！」くらいしか、残ってないから…

　３年くらいは、がんばって、生き延びないとねぇ…ｗ）

http://mainichi.jp/select/news/20150408k0000m040019000c.html
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https://www.youtube.com/watch?v=2TQ22ZZVVSk
映画『キャプテンハーロック』宇宙の戦艦バトルシーン動画 

いや凄い。（＠＠；）

わずか２０数年で、ものすごい技術革新だ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=FAch4diQRgY
映画『キャプテンハーロック』3分予告編映像 

…ＣＧと特撮？の継ぎ目が判らない…」１
（＾＾；）

やっぱ劇場で観ておくべきだったかなぁ、カネ無いとか言ってないで…☆
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月7日23:24

War Is Overさんがリツイート  
The Tower of XVI @ghostsitsbehind 
· 3 時間 3 時間前 
電車の中での急病人に関してひしひしと伝わってくるのは、ツイッター利用者がこの事態に関し

て大勢気がつき始めているということじゃないだろうか。それだけじゃない。実際に異変に気が

ついて急病人が多くなっている、何かおかしいのじゃないかという電車の利用客からツイートも

同時に増えてきている。

War Is Overさんがリツイート 
のんた @slavefree 
· 2時間 2時間前 
朝から晩まで急病人。救急隊はもう気づいてるよね。異常の急病人多さに
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War Is Over @kenshimada 
· 1時間 1時間前 
チェルノブイリ事故をよく知るロシア政府が輸入禁止にする日本の魚。新潟・山形の日本海側ま

で含まれている…川を伝って日本海側にも放射能が流れ込んでいると見ているわけだ。 （ホワイ
トフードさん調べ）



（４月８日）　札幌はうっすら雪が積もってます…

http://85358.diarynote.jp/201504080009596070/

たいへんな状態になっているとのことです。

2015年4月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

War Is Overさんがリツイート 
TOYOTA86 @toyota86city 
· 22時間 22時間前 
これ、再臨界じゃないの？！

5日10時40分　川俣町　5.729μSv/h
5日17時50分　葛尾村　9.744μSv/h
6日08時50分　南相馬 54.000μSv/h
7日01時10分　南相馬　9.834μSv/h

普通じゃないと思うよ 東京もヤバイぞ (~_~;)

War Is Overさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl 
· 6月3日 
カリフォルニアの海岸線のアシカの死骸。

心臓や肝臓の範囲においてショッキングな 0.48マイクロシーベルトだった。 

War Is Overさんがリツイート 
Angama @Angama_Market 
· 22時間 22時間前 
"十勝岳で地震が１日に１００回を超えたのは、２０１２年１２月以来"　2012年12月
も100回を超えてないと思うんだが。http://www.jma-
net.go.jp/sapporo/oshirase/2015/108_kaisetsu_20150405_runji.pdf …　　十勝岳、火山
性地震が増加　- 47NEWS（よんななニュース）
http://www.47news.jp/CN/201504/CN2015040501001385.html …
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戸谷真理子さんがリツイート 
ŢäkãşĥìÅřąkí @654x3 
· 4 時間 4 時間前 
許可を得ていない違法工事か。RT @irukatodouro: 【緊急】辺野古がこのようにたいへ
んな状態になっているとのことです。　これじゃ夜襲　ライブカメラ　

http://moi.st/9764668 … 

戸谷真理子さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma 
· 3時間 3時間前 
@irukatodouro 『本日の夕方、防衛局はいきなり強行工事をしてきました。
普通は歩道を占有するにあたって工事の掲示を立て看板をしないといけないのに、掲

示も説明も何もなし。

防衛局と機動隊が一同になり違法工事しています。』

https://twitter.com/komatsunotsuma/status/585405954377715712/photo/1

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 5時間 5時間前 
古殿町で山菜の栽培に取り組む農家を訪ねました。福島15/04/06
　https://www.youtube.com/watch?v=4kEHPgY9idg …　古殿町除染実施計画
　http://www.town.furudono.fukushima.jp/file/3799/jyosenkeikaku.pdf …　町内における
放射性物質の分布　平均を見ると０．２３~０．３１μSv　柏が先日立ち入り禁止にし
た数値

戸谷真理子さんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki 
· 8時間 8時間前 
もう切っちゃった？　無用と思われてた盲腸が実は大切な器官だった（NAVAR
）http://bit.ly/1aeC19v 「免疫機能を高める重要な器官だった」「有益なバクテリア
にとって『安全な隠れ家』だった」ええ!?　という話だけど、こういうのが本当の「
科学」なんじゃないかと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=szIrbCJ0uZQ
MAHARAJA ~ eurobeat nonstop ~(no sampling)
       
 

http://moi.st/9764668
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/585405954377715712/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=4kEHPgY9idg
http://www.town.furudono.fukushima.jp/file/3799/jyosenkeikaku.pdf
http://bit.ly/1aeC19v
https://www.youtube.com/watch?v=szIrbCJ0uZQ


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月8日6:09
太平洋岸、フクイチ強制冷却雨で一斉に線量上昇。

札幌はうっすら雪が積もってます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月8日20:09

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
トリチウムスノーじゃないの。
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（４月８日）　空間線量10μSv/h とあっても瞬間的には 1000μSv/h 以上を記録してい
る可能性もある。

http://85358.diarynote.jp/201504081012278793/

恐ろしい事が起きてる／０．２３μSvは、柏市で
は立ち入り禁止にして除染です。

2015年4月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

気分にぴったり♪（＾ｗ＾）

https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
Spice And Wolf Original Soundtrack 1 Full

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 39 分 39 分前 
浜松で玄関先の線量が高いとおっしゃってる方が　静岡、神奈川など関東圏の線量計

お持ちのみなさまいかがでしょうか

Noriyuki Tamori@farposting 
線量のさっきの計測は自分でも半信半疑だったので再計測したが結果は同様。家の中

より外の方が明らかに高い。しかも0.2μSv越えは4年前も余り見なかった数値。ここは
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浜松。

恐ろしい事が起きてる？ 
� 静岡県 浜松市 中区 

Noriyuki Tamori @farposting 
· 11時間 11時間前 
これ見て測定してみた。家の中は0.09、玄関の外は0.22！ここ浜松市
だぞ！@subaru2012: 【4/7 ２号機の温度急上昇20℃⇒87℃、空間線量
も5μSv/h⇒55μSv/hに急上昇】

Noriyuki Tamoriさんがリツイート 
Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox 
· 12時間 12時間前 
福島県南相馬市の放射線量に異常が続く。現在停止中。

https://twitter.com/chicksmbox/status/585431914363748353/photo/1

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 1時間 1時間前 
小池晃議員@koike_akira の過去の国会での追及、ありがたい鋭い指摘がいくつもあり
ました。だからこそ、御用科学には騙されないでいただきたいです。０．２３μSvは、
柏市では立ち入り禁止にして除染です。そこに人がふつうに住まわされている地が点

在するのが汚染状況重点調査地域です

戸谷真理子さんがリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
これ、NHKさんの今日の報道
セシウム134って137じゃないからね。半減期から言えば、かなり新鮮なセシウム134
がカナダまで流れたと。つまり今も原発から134が遠方まで流れてると。
「カナダ海岸で検出 福島原発のセシウム134か」 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585437708811534337/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
これが東京の線量（1マイクロ超え）
原発が爆発した数時間後。この人は台東区で、インスペクターで計測。福島からの高

濃度のプルームが、ちょうど都内の上空から地上に降ってる時間帯の動画

https://twitter.com/chicksmbox/status/585431914363748353/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585437708811534337/photo/1


（https://www.youtube.com/watch?v=hMKo9ZmhEjo …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1 時間 1 時間前 
群馬県とかも雪が積もってるんだ。

八王子も雪が積もってるとツイートが多量。（http://bit.ly/1CSmBl7 ）２３区内も、雪
が降るかもと天気予報で言ってる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9 時間 9 時間前 
東日本、関東で水道水は飲んでないですよね？

トリチウムにウラン。ストロンチウムはセシウムの何百倍もの毒性です。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
「空間線量10μSv/h とあっても瞬間的には 1000μSv/h 以上を記録している可能性も
ある。相応のα線β線核種を含んでおり吸引したらそれこそ後日の憂い。なので、もっ

と低い瞬間的な上昇・下降は１０分平均にする処理で消されている」

http://leibniz.tv/hironomachi.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
「最近では、数値が急上昇し始めると、ＷＥＢサイトへのデータの出力を遮断する、

という隠蔽をやる。数値が下がると公表を再開する。数値が下がるまでの間、公表デ

ータがない。」http://leibniz.tv/hironomachi.html …
それどころか、危なさそうな数値を出しそうな線量計を止めている。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
ほんと思う

2012年春ごろ「ストロンチウムが漏れてますよ」なんて言えば、数秒後に「放射脳」
とリプライが来てた「ストロンチウムが漏れる訳がない」と、どこかの大学教授から

も＠が来た。そんな時代です。当時は。考えられない。こないだ2.2兆ベクレル漏れて
たと報道があったストロンチウムだ

https://www.youtube.com/watch?v=hMKo9ZmhEjo
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一昨日は宮崎で「真夏日」（実はたぶん放射性異常気象）でしたね…

       
 

コメント
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2015年4月8日10:16
さて。

風向きからすると、札幌には、まだ「時間的余裕」は残されている…

…（＾＾；）…

人生最期の日々を、せいぜい「正常性バイアス」という異常心理状態のなかで、

愉しく狂騒して過ごすさ…☆
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（４月８日）　またちょっと鼻水垂れてきました。

http://85358.diarynote.jp/201504082043295614/

荒れるや？　（天然原子炉は数十万年燃え続

けた）。

2015年4月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=fxTpOscORFg
AAA / ハレルヤ

War Is Overさんがリツイート 
kenji @buick54aki 
· 50分 50分前 
現在、毎時10兆ベクレルの放射能が原発から出ているということはどう考えても大変
な自体がいまだ進行中完全に無視されて全く語られません日本では正しい報告がずっ

となされていません

http://bit.ly/niMZDK 
急病人

人身事故 
https://twitter.com/buick54aki/status/585751792094294016/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=ybyBhqk_BbY
GReeeeN　ハレルヤ!!!!

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
今日4月8日の14時30分ごろからアップダウンをし、15時40分ごろ、Max（4.7マイクロ
）に跳ね上がるスパイク異常値で、「機器調整中」 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/585722889615343617/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
怪しいのは、

今年の２月の報道で、「建屋の配管が、もうボロボロで、ヤバいかも。壊れるかも。

でも線量が高すぎて、原発事故後は、人間が近づけない場所の配管トラブル」　こ

れも、その後、続報もないし。これも怪しいと思える点。

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570578731095302147 …）

https://www.youtube.com/watch?v=K76QC_OXbPo
ハレルヤ・ハリケーン　　ウェザー・ガールズ
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amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
「制御棒のない原子炉」

がフクイチの地下に稼働している

もしも中性子濃度が正フィードバックを起こすなら、それは人類が経験したことのな

い「汚い」核爆発となる

かつてアフリカにあった天然原子炉は数十万年燃え続けた

同じ状態になる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AE%E5%A4%A9%E7%84%B6%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89
…

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
おそらくフクイチの異常事態、放射能放出は「秘密保護法」の適用を前提に情報封鎖

されるだろう

すでにモニタリングポストの多くを「故障」の名目で封鎖した

今後、マスコミも近寄せず、関係者に箝口令を敷くだろう

我々は本当に恐ろしい事態が近づいていると考えるべきだ

東京脱出も視野に！

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel 
· 9時間 9時間前 
RT　@ruminako1952 はっきり言おう。「東電福島第１原発『２号機』から１時間お
きにボンボン という爆発音が聞こえてくる」というのだ。この爆発音については、「
原子炉 の炉心がメルトダウンしているのではないか」と推察されている。原発専門家
筋は、「東電福島第１原発の周辺…

https://www.youtube.com/watch?v=5VMe6ofC10c
Hallelujah ~ and I love you - Mr.Children ミスチル LIVE 

War Is Overさんがリツイート 
蜂巣裕人 @kotatsuroh 
· 10時間 10時間前 
@sobtomk　このバタバタ急病人続出が、謎の空間線量増加と時期リンクしてるって事
がすげーイヤだな。そして、そんな今、安倍政権は全力で、独裁と軍国化の為の政策

を超高速決議連発している。まるで、何かがバレないうちに、それをバラす行為を断

罪出来る社会を実現したがってる様にしか見えん

War Is Overさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou 
· 12時間 12時間前 
５年目の大異変は、まず「急病人」からね

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

amaちゃんださんがリツイート 
ドードロマップ轟峠 @doodoromap 
· 23時間 23時間前 
南相馬市など3地点以外はオカミが認定の放射線量上昇確定か ❹原町斎場5.75 μ❺北町
西公園と❻北泉ヤマザキショップ8μ！❼北泉字地蔵堂集落4μSv/h
http://p.twipple.jp/nHPf7 http://p.twipple.jp/5PMGZ

amaちゃんださんがリツイート 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AE%E5%A4%A9%E7%84%B6%E5%8E%9F%E5%AD%90%E7%82%89
https://www.youtube.com/watch?v=5VMe6ofC10c
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
http://p.twipple.jp/nHPf7
http://p.twipple.jp/5PMGZ


宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 
· 4月4日 
NHK　WORLDの動画ニュース。英語が分かる人には、こういうニュースを流してるん
ですね。東電は後退に次ぐ後退を繰り返している、と

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/features/201503312108.html …
東電の増田氏は、「何ができるのか、何ができないのかもわからない」と言ってい

ます。これが本音なのですね。

https://www.youtube.com/watch?v=9n3h2DAgeno
ゆず「雨のち晴レルヤ」

War Is Overさんがリツイート 
橋本直樹 @qhanasm 
· 3時間 3時間前 
えっいきなり電車で人が倒れた

そしてみんな一斉にスマホを出し始めた

https://www.youtube.com/watch?v=V_MUGqJcPOI
ＥＴ－ＫＩＮＧ - 晴レルヤ

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月8日21:40
０５０

３９

５５！

さんきゅーごーごー！ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月8日21:48
またちょっと鼻水垂れてきました。

　（＾へ＾；）おやすみ〜☆

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/features/201503312108.html
https://www.youtube.com/watch?v=9n3h2DAgeno
https://www.youtube.com/watch?v=V_MUGqJcPOI
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504082043295614
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（４月９日）　もはや恒例？と化した、被曝性＝不正出血。

http://85358.diarynote.jp/201504091546311075/

★すぱすぱ★スパークリング腐苦イチ★★

2015年4月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

またこれは見事なスパイク様で…ｗ

（後で貼ります）

（貼りました）＞

（人生最期のお掃除かもしれないなぁ…）

先一昨日あたりの吸気被曝量が限界を超えたらしく、

もはや恒例？と化した、被曝性＝不正出血。

（－－；）

あと３年は生きましょう。映画を１０００本、観るまでは…★

https://www.youtube.com/watch?v=Ye27seiJPW4
狂った果実

http://85358.diarynote.jp/201504091546311075/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150409/85358_201504091546311075_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150409/85358_201504091546311075_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150409/85358_201504091546311075_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ye27seiJPW4


（よかった、コピペは治った…☆）



（４月９日）　放射能は、「眼の早老」を誘発。早期の「ハゲ（脱毛）」。情報統制し
ているが、この先恐ろしい運命が待っている。

http://85358.diarynote.jp/201504091908076324/

早期のハゲ（脱毛）と診断された子ども

／放射能は「眼の早老」を誘発

／若くして「聴力」と「平衡感覚」が異常になる。

2015年4月9日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?v=xDyvcjLvXwY
Kagrra-Irodori No Sanka[PV] 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
フクイチ超異常線量　相変わらず故障としてデータ封鎖

まったく情報は入らず、マスコミも完全無視

情報統制しているが、この先恐ろしい運命が待っている 
https://twitter.com/tokaiamada/status/586006848441950208/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 

http://85358.diarynote.jp/201504091908076324/
http://85358.diarynote.jp/201504091908076324/
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· 7時間 7時間前 
フォローしている人のツイートを見かけなくなってアカウントを検索して確かめてみ

ると、した覚えがないのにブロックしていることが増えています

私のアカウントも誰も知らないうちに、たくさんのフォロワーがブロックしています

それも毎日連絡取り合ってる友人なのです

明らかな政治的作為の操作

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel 
· 8時間 8時間前 
@2ch_NPP_info 通信障害で表示が更新されない言い訳云々。アホか、測定値を素直に
表示するのに、通信もクソもない。俺の見立てによれば、測定値を国のサーバに送り

、この数値を表示していいかどうか問い合わせて、OKが返ってくれば表示するが、ア
ックがなければ延々と表示待ちになる

amaちゃんださんがリツイート 
katsuhiro放射能健診署名運動京都 @katsuhiro223 
· 21時間 21時間前 
今NHKでやってます。。ふたば未来学園入学式。なんで事故がおさまっていない原発
から25キロの所に子供達を集めるんだよ。未来に対して犯罪的だと思いますよ。
@oshtmeek @toyota86city @ikarostayuu 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 13時間 13時間前 
「病院へ逃れてきた十数人の人が10万cpmを超えガイガーカウンターが振り切れて
いた」(徳田毅)(Merx)
http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/155.html …
もちろん、全員死亡したはず　被曝死は隠蔽された

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 13時間 13時間前 
日本のラジウムシティも同時公開『ラジウム・シティ　ー文字盤と放射線・知らされ

なかった少女たち』

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2544.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 

http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/155.html
http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2544.html


· 20時間 20時間前 
ヤブロコフ『チェルノブイリ』第４章

1991-96年にベラルーシの病院で早期の「ハゲ（脱毛）」と診断された69名の子供と
ティーンネイジャーの内、70%はひどく汚染されたエリアの出身だった
チェルノブイリの放射能は、「眼の早老」を誘発

若くして「聴力」と「平衡感覚」が異常になる

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 20時間 20時間前 
(2011/5)山形大学屋上で５０万ベクレル/kgの放射性セシウムを検出
【超高濃度放射能汚染】

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4e7f7a387d678394a96181e513e1fe0d …
チェルノブイリと比較すると、強制移住エリア

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 20時間 20時間前 
2014年4月24日
スーパーの持ち帰り用無料段ボールでも0.9μSv
『もう，スマホでの放射線線量計アプリは必需品』

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1156ea21f208ad5027b885f1b99c8e2d …
妻の実家（山形県山形市）の玄関先に

0.5μSv/h超えのホットスポットを発見

amaちゃんださんがリツイート  
neko-aii @neko_aii 
· 20時間 20時間前 
平成24年2月19日
神奈川県横浜市瀬谷区の二ツ橋小学校の校庭に隣接する水路跡地で

毎時７μSvという高放射線量
ヤブ、水路、くぼみ、枯れ草には子供を近づけないように

子供を被曝から守るためには、年１ミリ以下にするよう注意

武田邦彦

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f3cf27efc204600adf9cd59c238acc3c …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4e7f7a387d678394a96181e513e1fe0d
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1156ea21f208ad5027b885f1b99c8e2d
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f3cf27efc204600adf9cd59c238acc3c


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 21時間 21時間前 
2012.03.29
神奈川県川崎市で高放射線

毎時0.8マイクロシーベルト 年換算7.02ミリシーベルト
https://www.youtube.com/watch?v=kIu_wBHYA4o …
川崎市の河川敷の土手の横の溝で比較的高い線量が出ました。

その隣で子供達が寝そべってゲームをしていました。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 23時間 23時間前 
2011/08/11
【福島】いわき市の４歳児、３月の甲状腺等価線量の積算線量３５ｍSV
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/62bbe5b86a5819b0cafc49dc2f1f1085 …
8/11朝のNHKニュースで
この情報が安全委員会のホームページから削除、という情報が流れた

「個人を特定できる可能性がある」ということで削除

https://www.youtube.com/watch?v=UKwSY4kZTcY
Kagrra,’s Shi Mi Me Yu Ki Sa A PV 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月9日19:28
War Is Overさんがリツイート 
あずき @nemesis385 
· 4月8日 
@cmk2wl 
都庁近くで勤務しています。視察の為海外からスタッフが来日する予定があったのですが、何故

https://www.youtube.com/watch?v=kIu_wBHYA4o
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/62bbe5b86a5819b0cafc49dc2f1f1085
https://www.youtube.com/watch?v=UKwSY4kZTcY
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


か突然延期になりました。知らないのは当の日本人だけということでしょうか。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月9日19:34
Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
寅さんの舞台—帝釈天周辺は、チェルノブイリでは「強制移住エリア」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月9日20:20
amaちゃんださんがリツイート  
講釈師A(絶望中) @TWOWELL157 
· 50分 50分前 
世界の皆様！助けてください！フクイチをどうしたら良いか、わからないんです。もう全く手に

追えないんです。ってさっさと言えよ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月9日20:26
悲しい。

とても、

悲しい。
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（４月10日）　４連休の最終日。まだちょっと鼻がぐずぐず。

http://85358.diarynote.jp/201504101407566771/

4月10日の日記
2015年4月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございますじゃないですね。

こんにちはもだいぶまわりましたね。

（＾＾；）

１４：０１です。

４連休の最終日。まだちょっと鼻がぐずぐず。

（＾＾；）

今朝の「お目覚め音楽」はＣＤでこれでした…。
https://www.youtube.com/watch?v=l7wU2DOkv9o
B-Tribe - "Suave Suave" (complete album)

…やはり、「スペイン語圏なら」、お金か就職先のアテさえあれば、多少の苦労はしても、

移住してもいいかなぁ…（＾＾；）…とは、思ってるんですが…

カネも仕事もアテがない…★

http://85358.diarynote.jp/201504101407566771/
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　（－－；）

札幌の降水確率は限りなく終日０％に近かったはずなのに、

おかしな銀鼠色の薄曇りで、

それさえ突き通す超教輝な紫外線嵐とともに、

爆弾低気圧的なおかしな突風が吹き荒れていて、

窓もカーテンも開けられないので、本日午後に予定していた「西の部屋の整理整頓と不要品のパ

ッキング＋宅急便出しの準備」作業はあえなく延期…

（たんに気力が亡くなった、という理由でもある★）

　ｗ（＾へ＾＃）ｗ

まぁ「例によって」ですが…

予定していた「４連休中のカタヅケ予定作業」…ほぼ、半分滅亡…★
　（－－；）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月10日14:49
War Is Over @kenshimada 
· 5時間 5時間前 
【放射能障害の本質は酸化】 放射線がDNAや細胞膜などの生体分子に当たって電子を奪い、酸化
させてしまう。 電子を奪われた分子は電子が足りなくなるため、安定な状態に戻るために隣の分
子から電子を奪うという連鎖反応が起こる。http://kousanka.thyme.jp/housyasen.html

「錆びてる」から、怠いの…？？
　（＠＠；）
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（４月10日）　文科省の指示に唯々諾々と従った教師っていうのが本当に信じられん
　検索とかしなかったんだろうか。０．３２μSvで米軍撤収なら、３．８μSvあった
ら「全軍撤収、run!」とかいって米軍逃げ

http://85358.diarynote.jp/201504101453532290/

「欠測」／「有事になればツイッタは落ちるかも」

／「リアルにヤバいと思う」／「この手で終わらせたくなる」。

2015年4月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=ps0_QRzlp9k
アンインストール 【歌詞付】

宇宙天気ニュース @swnews 
· 1時間 1時間前 
[記事] 太陽風磁場が大きく強まっています。Cクラスフレアの発生が続いています。 
http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース @swnews 
· 10時間 10時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C6.2 の小規模フレアとなり、X線強度は、4月10日04:01
JST (9日19:01 UT) に最大に達しました 
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http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

死害線、強すぎ。

（＞＜）眼が痛い…

https://www.youtube.com/watch?v=kNn3fJ3LxGc
Tokyo Ghoul ost 「Wanderers」 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 45分 45分前 
クジラじゃなく、イルカだけど

数が数だけに、地震は要注意。3.11の前にも茨城に打ち上がったからね。これで大きな
群発地震が起こったら要警戒

「茨城の海岸：数キロに、イルカ約１５０頭が漂着」

http://www.asahi.com/articles/ASH4B3FHKH4BUJHB006.html … 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586386886932832256/photo/1 

amaちゃんださんがリツイート 
驚き 桃の木 ギャラクシー @MI5jp 
· 2時間 2時間前 
2011年東日本大震災の大津波で大破した日本漁船が、日本の生きた魚を乗せたまま米
オレゴン州沿岸にやっと漂着した。

@PzFeedさんhttps://twitter.com/PzFeedから 
https://twitter.com/PzFeed/status/586339990302515200/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
2015年4月10日
イルカ１３０頭以上漂着　茨城・鉾田の海岸線、数キロ

http://www.asahi.com/articles/ASH4B3FHKH4BUJHB006.html …
2011年3月4日　大震災一週間前！
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/03/05/kiji/K20110305000368720.html …

War Is Over @kenshimada 
· 5 時間 5 時間前 

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://www.youtube.com/watch?v=kNn3fJ3LxGc
http://www.asahi.com/articles/ASH4B3FHKH4BUJHB006.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586386886932832256/photo/1
https://twitter.com/PzFeed
https://twitter.com/PzFeed/status/586339990302515200/photo/1
http://www.asahi.com/articles/ASH4B3FHKH4BUJHB006.html
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/03/05/kiji/K20110305000368720.html


311はイルカ打ち上げから4日後か…。警戒するに越したことはないな。

https://www.youtube.com/watch?v=fm391tpc12g
創聖のアクエリオンFull　version

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 3時間 3時間前 
文科省の指示に唯々諾々と従った教師っていうのが本当に信じられん　検索とかし

なかったんだろうか

戸谷真理子@irukatodouro ０．３２μSvで米軍撤収なら、３．８μSvあったら「全軍
撤収、run!」とかいって米軍逃げるよね。映画の世界だよね　http://3.bp.blogspot.com/-
S5kePuMQC2E/TdO6wV1M1oI/AAAAAAAAAS0/ziD4f8jzFgY/s1600/assessment.gif …
　それをさ、わが国の文科省　「校庭等での活動を1日当たり1時間程度に」
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1307458.htm …

War Is Overさんがリツイート 
陰謀？都市伝説？ @inbou_tosiden 
· 6時間 6時間前 
検索してはいけないキーワード「急病人」

War Is Overさんがリツイート 
masquerade @sayumi26 
· 6時間 6時間前 
今朝の首都圏の電車の急病人の数は異常らしい。

放射能の線量上昇が関係あると考えるのはうがちすぎだろうが、被曝の蓄積で今回の

ブルームがトリガーになった可能性も否定できない。数日前から喉の痛みのツイート

が検索ワードで激増している。

起こっている事象を結び付けて考えてみる必要がある。

amaちゃんださんがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 
· 7時間 7時間前 
2015年4月3日〜4月8日にかけて、原発から大量の放射性物質が放出されていたのでは
ないか？2号機？4月8日雨と雪にはあたるべきではなかった。宮崎県で観測された異常

https://www.youtube.com/watch?v=fm391tpc12g
http://3.bp.blogspot.com/-S5kePuMQC2E/TdO6wV1M1oI/AAAAAAAAAS0/ziD4f8jzFgY/s1600/assessment.gif
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1307458.htm


の放射線量率についても、原発事故前と後とのデータを加え考えてみました。

http://www.radiationexposuresociety.com/archives/5740

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
福島県、南相馬市内でモニタリングポストの緊急点検(15/04/08)
http://www.fnn-news.com/localtime/fukushima/shinsai/detail.html?id=FNNL00022986 …
技術オンチならどんな詭弁でも騙せると踏んでるね。本当に理屈がひどい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 15時間 15時間前
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586172003947712513/photo/1 

War Is Overさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 
· 18時間 18時間前 
高知の漁師がカツオを獲っている海域は、千葉沖 そのカツオを食いまくっている四国
民の尿を調べてみるべき リアルにヤバいと思う　http://bit.ly/1aUSyrO

https://www.youtube.com/watch?v=KRf_B4cY2LE
魂のルフラン　[高音質] 

amaちゃんださんがリツイート 
ラジオみかん @radiomikan 
· 4月8日 
こんなんやられたら死ぬ。 
https://twitter.com/radiomikan/status/585756467942162432/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel 
· 3時間 3時間前 
以前はガラケーからメールでツイットしたりフォロアーのツイートを閲覧できたが、

ツイッター社はそれを３月末に禁止したようだ。スマホ持ってる利用者だけじゃない

こと知らないのかね、ツイッター社は。流石にググル、ツイタ連合だな 
https://twitter.com/Santiago_Hotel/status/586363136061521920/photo/1

http://www.radiationexposuresociety.com/archives/5740
http://www.fnn-news.com/localtime/fukushima/shinsai/detail.html?id=FNNL00022986
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586172003947712513/photo/1
http://bit.ly/1aUSyrO
https://www.youtube.com/watch?v=KRf_B4cY2LE
https://twitter.com/radiomikan/status/585756467942162432/photo/1
https://twitter.com/Santiago_Hotel/status/586363136061521920/photo/1


amaちゃんださんがリツイート 
c0_bay_ash_tds @c0_bay_ash_tds 
· 3時間 3時間前 
@tokaiamada 既知の話でしたらご容赦下さい。ツイッタ日本法人の社長(現会長)は元
首相官邸関係者です。有事になればツイッタは落ちるかも。

http://www.nippon-shacho.com/search/result.html?did=252 …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
安倍晋三政権は、何もかもウソ、選挙結果も捏造で成立

株高も世論操作と我々の年金資金をハゲタカファンドに提供し、ドブに捨てながら無

理矢理上げているだけ

これほど真っ赤なウソにまみれた政権は史上初めてだろう

戦時中の東条内閣のウソにも匹敵する

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 7時間 7時間前 
@tokaiamada 原発整備会社の幹部５人が官房副長官に献金していた
http://mainichi.jp/select/news/20150410k0000m040140000c.html …

https://www.youtube.com/watch?v=IZ9lI2LS_2g
心よ原始に戻れ[高音質] 

https://www.youtube.com/watch?v=C0DHTNhi8Lk
Tokyo Ghoul√A OST • "On My Own" •「NightCore」
 

http://www.nippon-shacho.com/search/result.html?did=252
http://mainichi.jp/select/news/20150410k0000m040140000c.html
https://www.youtube.com/watch?v=IZ9lI2LS_2g
https://www.youtube.com/watch?v=C0DHTNhi8Lk


（４月10日）　文部科学省　学校児童は毎時３．８マイクロシーベルトまでオッケー
…　米軍０．３２μSvで撤収。

http://85358.diarynote.jp/201504101554545192/

寝ているうちに死んで行く

／大阪で原発燃料が作られてるて知ってました

？

2015年4月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

https://www.youtube.com/watch?v=FYpsQdCAics
Glassy Sky - Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul OST) 

neko-aiiさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 9 時間 9 時間前 
ふたば未来学園高が開校　歴史刻む１期生１５２人入学

http://www.minpo.jp/news/detail/2015040922046 …
人類史上最大最悪、地上でもっとも恐ろしい悪魔から、たったの25キロ

http://85358.diarynote.jp/201504101554545192/
http://85358.diarynote.jp/201504101554545192/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504101554545192/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150410/85358_201504101554545192_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150410/85358_201504101554545192_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150410/85358_201504101554545192_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FYpsQdCAics
http://www.minpo.jp/news/detail/2015040922046


外国なら永久立入禁止水準の放射能汚染地に子ども達を集めて、緩慢な処刑を行おう

というのか！

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
寝た子を起こすなって、セシウムが心筋に溜まって寝ているうちに心筋梗塞で死んで

行くんですよ…

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 2時間 2時間前 
福島原発事故直後に厚木基地から逃げ出す米軍家族を撮影した貴重な映像　神奈川も

放射能に汚染されている現実 http://saigaijyouhou.com/blog-entry-474.html …　１１年
３月１４日の深夜中、厚木基地が南に向かって航空機飛ばしてたからおかしいと思っ

て南に逃げたという地元の方がいた。 

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 4時間 4時間前 
文部科学省　学校児童は毎時３．８マイクロシーベルトまでオッケー

　http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1307458.htm …　米軍０．３
２μSvで撤収　http://3.bp.blogspot.com/-
S5kePuMQC2E/TdO6wV1M1oI/AAAAAAAAAS0/ziD4f8jzFgY/s1600/assessment.gif …
　だよね？　文科省があたまおかしいのか、私のあたまがおかしいのか

junko さんがリツイート 
Mistoffelees☆ @Mistofelees1 
· 5 時間 5 時間前 
もうみんないい加減避難してはどうだろう。

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

junko さんがリツイート 
＊Mami＊ @mamijazz3535 
· 6時間 6時間前 
圧力鍋の圧力を下げるには

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-474.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1307458.htm
http://3.bp.blogspot.com/-S5kePuMQC2E/TdO6wV1M1oI/AAAAAAAAAS0/ziD4f8jzFgY/s1600/assessment.gif
https://www.youtube.com/watch?v=hWiki8UOImY


中の蒸気を抜くのだ。

抜けたのか抜いたのか。

何れにしても

その蒸気は何処へ？

junko さんがリツイート 
＊Mami＊ @mamijazz3535 
· 7時間 7時間前 
青森は六ケ所もあるし

大間含めて

何か起きたら函館も即壊滅だ

junko さんがリツイート 
Roba @sankashiteru 
· 7時間 7時間前 
地中で放射性物質が拡散し、さらに地下水`→　海の汚染も広がるでしょう。さらに、
何年かかってできたか、海沿いの地盤が劣化して、ふくいちに次の地震が起こった

とき、建屋だけでなく、地盤そのものが崩壊したりしないのか、気になります。 

junko @junko_in_sappro 
· 7時間 7時間前 
福島の異常事態と東京からの人離れ　福島関連ニュースまとめ 
http://ameblo.jp/wake-up-japan/entry-12012291018.html …
↓船橋の方の線量計 
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/586305625014996993/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Bwx3JFWi9XE
Nightstep - Run Away 

山崎 雅弘 @mas__yamazaki 
· 2時間 2時間前 
映画『アクト・オブ・キリング』予告編　http://bit.ly/1OgMEHN 　エンドロールを観て
驚くのは、制作／協力スタッフの名前が入っているはずのところに「ANONYMOUS（
匿名）」という表記がズラリと並んでいること。加害者の報復の恐れがあるので、実

名を出せないという。

http://ameblo.jp/wake-up-japan/entry-12012291018.html
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/586305625014996993/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Bwx3JFWi9XE
http://bit.ly/1OgMEHN
http://t.co/z3BW88fhWw


http://t.co/z3BW88fhWw

つぐみさんがリツイート 
ユーリィ・イズムィコ @CCCP1917 
· 4月8日 
「我々は植民地にいいことをした。インフラを整え、教育水準を向上させた」

「今からお前んちに上り込んで勝手にリフォームしたり子供を俺好みに教育したりす

るわ」

つぐみさんがリツイート 
クリエネ（”我が軍”発言は辞任に値する） @morecleanenergy 
· 13時間 13時間前 
酋長仮免厨@sayori27 高岡滋医師のまとめをトゥギャって、#ヤブ医者　というタグと
一緒にツイートしたカズーヤさんですね。

→酋長仮免厨@kazooooya 「高岡滋氏へのエア・コメントが面白いのでまとめてみま
したｗ」のトゥギャりを公開しました。 http://togetter.com/li/372390 #工作員 #ヤブ医
者

https://www.youtube.com/watch?v=OLJSz-wzOHI
Nkosi Sikelel’ iAfrika - Cry Freedom [1987] 

ネットサポート @techuzie 
· 11 分 11 分前 
【噴火速報】15時00分頃、 #阿蘇山 が連続噴火が継続しているもよう されました。噴
煙は不明で流向は不明。 http://tinyurl.com/p7wrlvv #火山

とにかく秘密保護法を廃案に！さんがリツイート 
iAsia @iAsiaNPO 
· 3時間 3時間前 
【原発燃料製造現場から】

「原発が稼働していませんが仕事はありますか？」

「ないというわけではないが・・・暇ですね」

「再稼働して欲しいですか？」

「再稼働・・・して欲しいですね」

大阪で原発燃料が作られてるて知ってました？

http://togetter.com/li/372390
https://www.youtube.com/watch?v=OLJSz-wzOHI
http://tinyurl.com/p7wrlvv


http://www.npo-iasia.org.2-t.jp/24lR 　#原発 

赤旗米国特派員 洞口昇幸 @DoguchiNoriyuki 
· 4時間 4時間前 
「アベノミクスによる株高で富裕層は巨額の利益を手にした」日本共産党の大門議員

は９日の参院予算委でアベノミクスで保有株式の時価が1千億円以上増加した超富裕層
１８人の資産額を明らかに（表）http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-04-
10/2015041001_02_1.html …

https://www.youtube.com/watch?v=-SyPJqw-DxM
ピンク・レディー　　逃げろお嬢さん　　~cover 

https://www.youtube.com/watch?v=NRYQJvBspOY
ジャパニーズ・グラフィティXI（１２）
銀河鉄道999TV版〜宇宙戦艦ヤマト〜銀河鉄道999劇場版 

https://www.youtube.com/watch?v=vmv8FSlrStQ&spfreload=1
Nkosi Sikelel’iAfrica 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月10日16:17
降水確率２０％の札幌で小雨。

(-"-;)
線量高そうなので、

買い出しの出発時間を延期。

(・ω・;)(;・ω・)
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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-04-10/2015041001_02_1.html
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（４月10日）　「原発の仕事は受けられません」つって、三井総研と、ついてに三井
傘下の「某コールセンター」の「ＭＡＲさんシステム」立ち上げ作業とかを辞めた時
の件…？？

http://85358.diarynote.jp/201504101554545192

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月10日16:17
降水確率２０％の札幌で小雨。

(-"-;)
線量高そうなので、

買い出しの出発時間を延期。

(・ω・;)(;・ω・)

にい。

2015年4月10日18:05
急にすみません、以前の記事にかかれていた職場のことでどうしても早急に話を聞きたいので連

絡ほしいです。とても、不安になったので…。と、ここまで言えばどの職場のことかは分かると
思いますが…
gmail.com
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月10日20:39
はて？（＾＾；）

上が「悪意ある迷惑ツリカキコミ」「でない」と仮定して、ですが…。

「以前の記事にかかれていた職場」って…

心当たりが「一杯ありすぎ」て、どの職場のことか、さっぱり分かりません…ｗｗｗ

もし？

グリンフ？

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


通函洗い？

興部？

軽井沢の例のアレ？

日本レ？

ロはべつに問題はなかったよ？

高尾山のアレ？

それとも、アトピッコ（らでぃっしゅぼーや）を２ヶ月で辞めた件とか、

その前のアレとか、これとか…ｗｗｗ

はたまた、２５年前に、

「原発の仕事は受けられません」つって、三井総研と、

ついてに三井傘下の「某コールセンター」の「ＭＡＲさんシステム」

立ち上げ作業とかを辞めた時の件…？？

あ、「原発の安全性を実証するための動物実験の仕事なんかできません！」つって、ローヌプー

ラン辞めたおかげで、地下鉄サリン事件のどまんなかに通勤しないで済んだ、とかの件も、あり

ますが…？

ｗｗｗ（＾＾；）ｗｗｗ

はて、どれ？？？ｗｗｗｗｗ

（…つまり、「にい」さんは、今までの私のカキコミをちゃんと読んでない、

悪意ある無関係者様の、痛カキコミですね？）

　ｗ（＾へ＾＃）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月10日20:45
「原発の電気をなるべく使わない」ために、

２５年前から続けている、

「お風呂で石鹸で手洗濯」を、してきますわ…☆

にい。

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


2015年4月11日9:37
すみません。その興部の所の記事だけを読んでいたので…。ちょっと詳しくお話聞きたいなと…
これからどうなるのか不安なので。

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日23:22
すいません。↑　いま気がつきました…。

どうなりましたかね？　もう、逃げましたよね…？

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


（４月10日）　（例の、ＳＶが個人情報売り飛ばして、「迷惑金」として「一人５０
０円」払った、セコくて酷い会社ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201504102059377061/

東電福島原発の風下／この波動はやば過ぎる。

2015年4月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（前項コメント欄参照★）

http://85358.diarynote.jp/201409090538028645/

（あ、こんなんもやったｗ）

http://85358.diarynote.jp/201311072117212400/
（例の、ＳＶが個人情報売り飛ばして、

「迷惑金」として「一人５００円」払った、セコくて酷い会社ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=ixifxQ_MDu4
Ultimate Nightcore Mix ♥♥ 1 Hour

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo 
· 47 分 47 分前 
数値、通信でだしてるの？

“ずっと同じ「毎時0.676マイクロシーベルト(μSv)」”
業者が調整をすると、ようやく別の数値に変わり・”
“ずっと、通信が途絶えていた状況”　ｂｙ業者
https://www.youtube.com/watch?v=B_PBcxEeBR8 … 
https://twitter.com/Tanisennzo/status/586485001828438016/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 51分 51分前 
イリジウム192 
https://twitter.com/cmk2wl/status/586483351554408448/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 1時間 1時間前 
2014年 中国。イリジウム192が非破壊検査機の分解時に露出させたまま置き忘れ、持
ち去られて捨てられた。捜査当局は場所を得て「人海戦術」作戦。防護服を来た作業
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員が草むらを探し、２、３分という規定の時間に達すると退避して次の作業員と交代

。１０人目の作業員で発見。大豆と同じ大きさ。

cmk2wl @cmk2wl 
· 19時間 19時間前 
西日本は厳しい。一時的に風がそれても、来週15日あたりまで東電福島原発の風下に
なりそうな予報。北海道側にも。

スイス拡散予報の 1段目の動画と 2段目の動画にズレが生じています。なんだろう…。
http://www.meteocentrale.ch/en/weather/weather-extra/weather-in-japan/weather-extra-
2.html …

amaちゃんださんがリツイート 
∞ @alisaputranagee 
· 3時間 3時間前 
@tokaiamada これは…太平洋側の強烈な波動,この波動はやば過ぎる。太陽エネ＋地球
エネ＝危険、伊豆諸島

http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/ADEOS/mod_nrt_new/data/eoc/nrt/day/201504/1001/A2GL11504100116OD1_OCSTE_08000_05300_chla.png
…
宇宙天気ニュースより

太陽風磁場が大きく強まっています。Cクラスフレアの発生が続いています。

Lightworker @Lightworker19 
· 26 分 26 分前 
橋本園：破綻の狭山茶業者、原発事故で売り上げ半減　社長「東電に賠償請求」　／

埼玉 http://bit.ly/pwVrlO

cmk2wl @cmk2wl 
· 57分 57分前 
「東電の行為は姑息だ！」福島県飯館村の住民代理人が批判——原発事故賠償の和解

手続

弁護士ドットコム 4月10日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150410-00002948-bengocom-soci …
原子力損害賠償紛争解決センターってなによ。

なんで文科省が設置するの？

この国は法治国家なの？

なんで裁判所でやらないの？ 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
モルドバ3銀行から10億ドル消失、受け手特定できず
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150410-00000032-jij_afp-bus_all …
選挙結果を捏造するような日本の政権も同じ事をやりかねない

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
アルゼンチン、パラグアイ、ブラジルにわたって遺伝子組み換え大豆の栽培によりす

さまじい事態が起きている。モンサント社の除草剤によってベトナム戦争で多数生み

出された出生障害に類似したケースが続出している。http://bit.ly/oiztnP

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
３号機核爆発の写真。福島原発３号機は原子炉の蓋がない。原子炉自体が爆発

http://www.meteocentrale.ch/en/weather/weather-extra/weather-in-japan/weather-extra-2.html
http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/ADEOS/mod_nrt_new/data/eoc/nrt/day/201504/1001/A2GL11504100116OD1_OCSTE_08000_05300_chla.png
http://bit.ly/pwVrlO
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150410-00002948-bengocom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150410-00000032-jij_afp-bus_all
http://bit.ly/oiztnP
http://bit.ly/12Yrr1z
http://bit.ly/va8BiC


。http://bit.ly/12Yrr1z http://bit.ly/va8BiC

…どこへ逃げたらいいのやら…

ｗ（－－；）ｗ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月11日0:13

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
もうこのまま東電に任せておいたら、絶対に取り返しのつかない事になる。
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（４月11日）　バイトは中番。フィルチうざ。(-_-#)　まぁウザいだけでさしたる実害
はなし。

http://85358.diarynote.jp/201504110840104564/

♪ 払いきれずに残るものが埃だと彼は知るだ
ろう ♪
2015年4月11日 音楽
　

おはようございます。

０８：１５になっちゃいました。

４連休あけの（－－；）

バイトは中番です。

例によって結局なにも予定は片付かないまま、

休みは終わってしまうわけですが…（－－；）

どうもねぇ。？（〜〜；）？

「遊ぶ」という予定をたてたときには、（銭湯出撃を除き）たいがい、お天気にも体調にも恵ま

れるんですが…

「海外脱出に向けて！」の作業予定を立てておくと、ほぼ確実、

「カミサマノイジワル」が、入る…（〜〜＃）…

いったい私に、何を「やらせたい」の、カミサマ？

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504110901046972/

今度は福島第一原発1号機の圧力が急低下／学習院をウォッチ！

2015年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
　

（前項参照魚）
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残り時間、あと１５分☆

ついでにまたこれを聴いています。

https://www.youtube.com/watch?v=NRYQJvBspOY
ジャパニーズ・グラフィティXI（１２）
銀河鉄道999TV版〜宇宙戦艦ヤマト〜銀河鉄道999劇場版 

例によって（？）

Thoru Hirano 氏とcm2kwlさんのカキコミが途切れてます…

amaちゃんださんがリツイート 
prometheus @prometheus2054 
· 1時間 1時間前 
IH調理器「近くで使うときは出力を下げて」スイス政府勧告　http://bit.ly/TmJNDw 　
◇送電線も携帯電話も発癌可能性、IH調理器は？◇家電の電磁波ばく露ワースト１◇
スイス政府勧告「近くで使う時は出力を下げて」◇5cmの距離で妊婦や6歳子供でばく
露限度超　#健康

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
今度は福島第一原発1号機の圧力が急低下！4.0の圧力が0.6まで急落！2号機の温度も
依然として高い水準に！

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/522.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
原発情報：福島原発で何かが起きている？-関東在住の方、特に子供のいる方は学習
院ウォッチを！

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/520.html …

https://www.youtube.com/watch?v=y5pgmxjKuAA
《吹奏楽コンサート》J-POP Stage Vol.1【A・RA・SHI〜Monster】

neko-aiiさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 
· 10時間 10時間前 
@cmk2wl 　このイルカが打ち上げられた鉾田市、昨年秋以降豚ＰＥＤの大発生によ

https://www.youtube.com/watch?v=NRYQJvBspOY
http://bit.ly/TmJNDw
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/522.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/520.html
https://www.youtube.com/watch?v=y5pgmxjKuAA


って、市全域が防疫対策地域に指定されています。打つ手がなく、茨城県のＨＰから

も隠してしまう事態になっています。

Lightworker @Lightworker19 
· 27 分 27 分前 
首都圏：喉の痛みを訴える相談はかなり集中してきている事、子どもの抵抗力が落ち

てくる事。鼻血もあるし、粘膜の異常を訴えることもあるそうです。とにかく子ども

たちに元気が出ない　http://bit.ly/1hDVrFT

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
禿げました「つむじ」はもっと上の方。コンディショナーをつけて手串でほぐしてい

る時に「モソッ」という音がしてそのままほぐすと髪の束がごそっと落ちました。ぬ

まゆのブログ

https://www.youtube.com/watch?v=YHNEy06M4hM
《吹奏楽コンサート》 J-POP Stage Vol.10【スタジオジブリ名曲集】

…さてと…（－－；）…

本州のゾンビ客どもが、さらにパワーアップダウンしているに違いない、

いやぁなバイトに、逝ってまいります…

（０９：００）．

    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月11日15:58
フィルチうざ。(-_-#)
まぁウザいだけでさしたる実害はなし。

フクイチは強烈ケムトレイル製降水冷却にもかかわらずモグラ叩きのよおにあちこちから放射性

http://bit.ly/1hDVrFT
https://www.youtube.com/watch?v=YHNEy06M4hM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


イエローケイク間欠泉と化している模様。

いっそ「リアル地獄谷！」って自殺願望ツアー様ご一行の観光客誘致したらどうだ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月11日16:12
たぶん脳が自覚できてる以上に相当酷く被曝量が上がってる。

(-_-#)

カラダに出てる被曝アレルギー反応と、対抗発熱が凄まじい。
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（４月11日）　1999年3月に、国土庁と日本気象協会がまとめていた福島第一原発の津
波浸水予測図。1号から４号までしっかり浸水している。これは電事連がなりふりかま
わずつぶしにかかるはずである。

http://85358.diarynote.jp/201504112022121636/

♪ き〜みの平和が狙われて〜る〜ぞ〜ッ★ ♪
2015年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

震源図が「三目並べ」になってる…（－－；）…。

(-"-;)
カワカワ20時20分。
今から帰ります。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠；

帰宅して洗濯と入浴済ませました。

そろそろ２３：２３。（－－；）

…「御前崎」だけに…
https://www.youtube.com/watch?v=Ozgzy5rkdjA
GAIKING opening
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=DiIw_nm7kjY
Gaiking Ending Theme [Full Version] 

＞大空魔竜基地のある御前崎灯台

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%A9%BA%E9%AD%94%E7%AB%9C%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 32 分 32 分前 
被曝防護には「想像力」が必要ですよね

すぐには健康被害が無いからね。ただ、（0.12μSv/h）なのに→（1.5μSv/h）に急上昇
なんていうものを吸い込むという事態は、原発事故前の日本では無かったことだとい

う「想像力」がないとダメですよね「体調に変化がない＝大丈夫」は通用しない

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
ほんと、注意した方が良いです
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明らかに変です。福島の線量計の不具合と言いながらね。なら、静岡とか神奈川の線

量の異常は何で？となる。ミニプルームが飛んで来てる場合は、個人が持ってる線量

計が常におかしな数値にはなりません。ほんの数秒だから。しかも野外で計測してい

ないとわからない

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
神奈川県 川崎区　放射線量の異常値
（今日11日16時〜17時ごろ）　高い線量ではないけど、明らかなスパイクを描く、黒
いグラフ。線量の高い線源が、MP付近を通過したような、雨の影響とは違う異常値。
川崎区殿町では珍しいこと 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586860602322104322/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
静岡県でも放射線量の異常値。

今日の昼前後、１時間以上の長時間。２回のスパイク。静岡県では珍しいこと。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586788497542873088/photo/1

…こんなのまで有った…！
　！（＠＠；）！

https://www.youtube.com/watch?v=rUsEOZ4xWhQ
GAIKING THE MOVIE 2011 - 2012 (AICN’s Exclusive Teaser Trailer) (720p) 
（知らなかった！）

（…つうか…「地震後の騒ぎの真っ最中」じゃん…？）
　＜（〜〜；）＞

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月11日23:40
cmk2wlさんがリツイート  
ペンギン @catcatdogdogcat 
· 12時間 12時間前 
久しぶりにツイッターを見て、cmk2wlさんのメルマガの事を知り勇気を出して申し込み、しばら
く田舎に帰りたいと話をし、3月の終わり子を連れて田舎に戻ってきた。
ハイエストセルフが探し選び取った、に強く強く納得した。生きていきたい。頑張ろう

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月11日23:56
War Is Overさんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 4月10日 
将軍肚＆全球廃核

米軍が日本にいることが抑止力がどうのこうのっていう人たちがいますけれども、１１年が３月

１５日、すでに米軍は日本人を捨てて逃げたんですよ。

添田孝史

@sayawudon 今日は、内閣府から資料が開示された。
1999年3月に、国土庁と日本気象協会がまとめていた福島第一原発の津波浸水予測図。1号から４
号までしっかり浸水している。これは電事連がなりふりかまわずつぶしにかかるはずである。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586860602322104322/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586788497542873088/photo/1
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（４月11日）　あと５年？の命と、覚悟しました。／フクイチの深刻な現状を思えば
、明日は我が身と覚悟して生きてくしかないよな。

http://85358.diarynote.jp/201504120011456104/

「残念だが日本にはもう住めない」。

2015年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

空間線量が【３６０】？（＠＠：）…って、…なんの冗談ですか…？？？

…もう、これしか貼れる曲が無い…
https://www.youtube.com/watch?v=l8ZCJWm-n64&spfreload=10
風の谷のナウシカ　イメージアルバムから「遠い日々」

Lightworker @Lightworker19 
· 55 分 55 分前 
フランスの原発で出火を確認。http://bit.ly/HAuHl2

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
350マイクロシーベルトとか。
壊れてるなら、計測を止めたら？　まだ直してないのかな？これ。福島県内の線量が
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、むちゃくちゃになってるよ。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586866141043171330/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 5 時間 5 時間前 
11日 17時のアメダスとGPV。
関東から東海。北陸から山陰、四国、九州沖縄も東電福島原発の風下です。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/586830522690576384/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 9時間 9時間前 
海に帰したイルカが再び海岸に打ち上げられる　茨城・鉾田市

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150411-00000096-fnn-soci …
茨城沖の海底で、もの凄い地殻変動が起きて音波や圧力を発生しているのだろう

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 10時間 10時間前 
■皇居は　715万ベクレル/平方メートル　永久立入禁止区域　11.11 日本は今まさに正
念場　守れるか未来。

http://blog.goo.ne.jp/luca401/e/4ec1f5f313c5390726ccc9097465e35e … … …
@luca215さんから

amaちゃんださんがリツイート 
あーちゃん @athliajp 
· 10時間 10時間前 
@tokaiamada 東京・渋谷のオジサンだす。これから渋谷に遊びに行くだよ。危険なの
は承知の上。鳥が逃げたらしく、全然見えない。いつもはいます。多分、連絡取れな

くなるので、実家の母に連絡もした。生き残るかどうかは、運なので、取り敢えず生

き残った状態で考える。死んで元々。

https://www.youtube.com/watch?v=HX1iZa1tjN0
Joe Hisaishi - Nausicaa 久石譲『風の谷のナウシカ』

War Is Over @kenshimada 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/586866141043171330/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/586830522690576384/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150411-00000096-fnn-soci
http://blog.goo.ne.jp/luca401/e/4ec1f5f313c5390726ccc9097465e35e
https://www.youtube.com/watch?v=HX1iZa1tjN0


· 2時間 2時間前 
吸い込んだセシウムが放射線を発射しながら血管の中を流れるとどうなるか。血管の

内側の壁が次々破壊される。すると、血管壁の中からアテロームという粥状の脂肪が

浸出し、これが心筋梗塞や脳梗塞の原因となる。

War Is Overさんがリツイート 
himiz @himizukko 
· 13時間 13時間前 
急病人Tweetが多いけど、暫く振りに身内や知り合いと連絡取ると必ず、◯◯さんが亡
くなったという訃報を聞かされる。

ほんと、バタバタ亡くなってるなーと実感。

それに体調不良で病院通い、入院も多い。

まぁ、フクイチの深刻な現状を思えば、明日は我が身と覚悟して生きてくしかない

よな。

https://www.youtube.com/watch?v=083ikt_5Hp8
【風の谷のナウシカ】 Nausicaa of the Valley of the Wind 

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 
· 4月10日 
女性の方へ：現状のような磁場の強い時は、なるべくブラジャーは身につけないほう

が良いです。ブラのアンダーはプラスチックカバーに覆われた金属のワイア。これが

磁場の強い時に反応し、体内の細胞へ炎症を引き起こします、長期になればなるほど

リスクは高くなり、乳がんの一因と言われています。 

War Is Overさんがリツイート 
神様bot @8million_Gods 
· 4月5日 
その魚のストロンチウムを測りなさい。測らずに汝の子に食べさせたならば、子は汝

より早く墓に入り、墓に入った後も放射線を発し続けるであろう。やがて汝の涙が

枯れ、汝の体が朽ちた後も、子は隣で放射線を発し続けているであろう。　#ストロン
チウム　#白血病

多様性の中の統一 @SinariJakarta · 4 時間4 時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=083ikt_5Hp8


フクイチ事故後、日本に残った人も覚悟の上だと思うし、海外に出た人も全てを捨て

る覚悟だったと思う。私は後者を選択したが、今は1％の後悔もない。逆に良かったと
心から思う。死ぬまで日本人である事に変わりはないが、残念だが日本にはもう住め

ない。

https://www.youtube.com/watch?v=R7y3o_kcPYg
world’s end girlfriend feat.湯川潮音
「君をのせて ~ ナウシカ・レクイエム」 

https://www.youtube.com/watch?v=62u9gprlcBY
World’s End Girlfriend - Dream’s End Come True (2002) - Full Album
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あと５年？の命と、覚悟しました。
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ご飯たべて寝ます…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月12日0:34
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おやすみ。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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ロッカショ直撃Ｍ４ｗ
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（４月12日）　投票とバイトに逝ってきまーす…☆

http://85358.diarynote.jp/201504120908305961/

脱毛／老齢の加速　【注意】　投票所が　受付

時間　短縮！　閉鎖時刻を繰り上げ！　投票は

お早めに。

2015年4月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

【ただいまの空間線量】

　http://www.whitefood.co.jp/radiationmap/

https://www.youtube.com/watch?v=GR19BzEj7b4
ジブリ長編映画の曲を全部つなげて弾いてみた

【事務員G】ピアノメドレー
Studio Ghibli complete piano Medley by ZimuinG 1984〜2013

Lightworker @Lightworker19 
· 3分 3分前 
神奈川在住、自分の腹に近づけ計測すると、なんと0.24μsv/h！肝臓あたり高い数値　

http://85358.diarynote.jp/201504120908305961/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504120908305961/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150412/85358_201504120908305961_1.jpg
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http://www.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://www.youtube.com/watch?v=GR19BzEj7b4


郡山の学生、着てる服から、0.8μSv発しながら生活。仮に学校で30人集まれば、30
倍に。ものすごい放射線量　http://bit.ly/1D038PN

Lightworker @Lightworker19 
· 44分 44分前 
５年間隔で検査したところ、生物学的変異および心肺の変異で示される老齢の加速が

、男性リクビダートルの81％と女性リクビダートルの77％において見出された。45歳
未満のリクビダートルは、より影響を受けやすかった。http://bit.ly/1hqW8Nv

amaちゃんださんがリツイート 
シナトラ・ベイシー @SINATRA_BASIE 
· 3時間 3時間前 
「農業が盛んで福島県内でも放射能汚染の酷い福島市では死者数が原発事故前に比べ

死者数が１６％増えている。農業があまり盛んでなく福島県内では放射能汚染が比較

的マシないわき市では原発事故前に比べ死者数が５％増と福島市の３分１以下である

。これは明確な事実です。」

cmk2wl @cmk2wl 
· 4 時間 4 時間前 
東電福島原発からの風は、西日本の太平洋岸を直撃するコースにまたなりました。

添付は12日5時のGPV。リアルタイムアメダスも同様です。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/586985841995550720/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
東電福島原発から 100キロ圏の規制庁所管のMPの線量は、平均値算出までの間にソフ
トウェア的な操作がされている。

「線量そのものが低く抑えられている」というのは一種のスピンで、実態はグラフの

平準化とスパイク隠し。

嘘のウラには嘘がある。多重化した嘘は見破りにくい。

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
【拡散】sonokoss 悲しいですが、もう理解出来ないのかも知れませんね。脳被曝によ
る危機感の喪失でしょうね、どう考えても移住すれば、汚染地にいるよりメンタルは

良好ですけどね。夫を見てれば分かります。

http://bit.ly/1D038PN
http://bit.ly/1hqW8Nv
https://twitter.com/cmk2wl/status/586985841995550720/photo/1


Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
チェルノブイリのときは、ポーランド半分までの距離 北海道地点まで奇形が生ま
れた。 ぶっちゃけ日本はやばい。それは放射能の知識と警告が無かったために 原発近
く高濃度汚染された家畜や農作物を安全なところにいる人が食べてそうなったん

だよ。 http://bit.ly/13a6fjI

neko-aii @neko_aii 
· 9時間 9時間前 
＜チェルノブイリ症候群＞

「下痢・軟便・食欲がない・吐き気・嘔吐・揚げ物にむかつく・胃が痛い」

「脱毛・徐々に抜ける」

「中耳炎を繰り返す」

「アレルギー症状の悪化・手の皮がむける・傷が治りにくい」

（チェルノブイリへのかけはし）より 

amaちゃんださんがリツイート 
charley @charleycharley7 
· 4月10日 
同じ線量なのにウクライナでは立ち入り禁止で

日本では住んでもOK、、、 ってどういうこと？

amaちゃんださんがリツイート 
charley @charleycharley7 
· 4月10日 
年間５ミリシーベルトで労働者に白血病の労災がおりるのに

年間２０ミリシーベルトの場所に国民を住まわせるって どういうこと？

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
【注意】統一地方選、投票所の約３割が閉鎖時刻を繰り上げ！９６６３か所（２９

・４％）の投票所が受付時間短縮へ！投票はお早めに

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6132.html …
自民党を有利にするための悪意ある選挙操作　選管役員は日本会議系の極右構成員で

占められている

 

http://bit.ly/13a6fjI
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6132.html
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月12日9:31
投票とバイトに逝ってきまーす…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月12日10:29
投票完遂。

投票率は高そうに見えますが、まぁどうせ選管が不正な選挙システムなんだから、

どういう結果に化けるやら…
(-"-;)

しかしながら車椅子を押されてやって来た白髪の老御婦人が、

あくまでも自らの明確な意志を示して投票箱に手を伸ばす仕草や、

赤ちゃん抱いた若すぎな夫婦の投票散歩なんかは、ひび割れた心が潤いますわね…

(*^_^*)
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（４月12日）　東京地下原発は東京大学の研究施設として、東京都文京区本郷５丁目
近辺の地下に設置されています。

http://85358.diarynote.jp/201504121120321397/

尖塔耐性。

2015年4月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

写真は関係ありませんのよ。

またもや腐苦死魔さんちで

ご立派なモノリスが…(-_-#)

あんまり「おったってる」んで自棄を起こして、下品な下ネタエロおやぢギャグのひとつでもカ

マしてみたくなるわね…
(ノ-o-)ノ　┫
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月12日16:00
今一番心臓がネジ切れるような恐怖を感じているのはＮＡＳＡの衛星画像を見れちゃう立場にあ

る人達だと思う。

(-.-;)

アメリカとキューバの関係改善とかも、来るべき地球大脱出に向けての、フロリダ半島の治安確

保とか？が、でかいかな〜…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月12日16:11
地震も凄い。

いよいよ来た「みなかみ直撃」

(・_・;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504130012208623/

【避難するしか方法はない】（前項参照）★（－－；）★

2015年4月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
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https://www.youtube.com/watch?v=PQ8VfPzHOwE
【音のみ】空想ルンバ【FULL】（Kuusou　Rumba）

Lightworker @Lightworker19 
· 6分 6分前 
【拡散】2ch_NPP_info kazukazu721 友人の子供が白血病になった…震災直後に逃げろ
と忠告しにワザワザ会社にまで僕が出向いて話したが、その当時は反対に「そんな無

茶な事を言うな！」と言われた…親は死ぬまで自責の念に駆られるだろう。

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
東京地下原発は東京大学の研究施設として、東京都文京区本郷５丁目近辺の地下に設

置されています。　http://bit.ly/1CBbC1i

neko-aii @neko_aii 
· 2時間 2時間前 
（茨城）震災後3/12に通常時の約10000倍の放射能を記録　平常
時0.02μSv/hr→200μSv/hr
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ef5a9a40c9c8945bc1e26916c677fbe …

neko-aii @neko_aii 
· 2時間 2時間前 
"@_Ninjya_:
フクシマは２０００トンものウランが砕けて飛び散った

チェルノブイリは２トン

広島長崎原爆はわずか８５０グラムです

（フクシマは２００万個の原爆に相当する）

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

セシウムは大本営発の目くらまし

ウランは半減期４４億年"

neko-aiiさんがリツイート 
邑（バージョン２） @mla999 
· 2時間 2時間前 
@neko_aii 喜んでどうどうと情報を開示してもらった方がうれしいですな。兵庫県北
部でも3本の爪を持つ蟹とか10本足のタコとか水揚げして喜んでる記事を見かけたが、
それでよくわかったし。

http://bit.ly/1CBbC1i
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ef5a9a40c9c8945bc1e26916c677fbe


amaちゃんださんがリツイート 
マーちゃん @konoyooikiru 
· 4 時間 4 時間前 
神奈川の空間線量が昨日急上昇をした。川崎市殿町のモニタリングポストだが、

近隣には東芝原子力技術研究所の臨界実験装置ＮＣＡ(最大200キロワット)が稼動中。
他、川崎市内の原子炉施設

http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html …

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
ドイツの医学博士：日本政府が避難地区を事故に見合った範囲に拡大しなかったこと

、女性や子供達を即座に安全な西部に避難させなかったことに対しては、ただただや

り場のない怒りを感じるだけです。 http://bit.ly/136UlIa

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
昨年の白馬地震は、フォッサマグナそのものズバリが動いた希有の震源だったが、

先日、伊方原発直下、中央構造線ズバリの震源に次いで今日また、三重県雲津川沖、

中央構造線ズバリの震源

本当に希有なこと、何か恐ろしいことが起きそう

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/587046102811021312/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
突如４０カ所以上のモニタリングポストが「同時に故障した」として閉鎖した原子力

寄生庁モニタリング

今現在も、南相馬市などの大半のポストで閉鎖、情報隠蔽中！

http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area2.html … 

cmk2wl @cmk2wl 
· 10 時間 10 時間前 
オクロ天然原子炉は約20億年前に「天然のウラン」が臨界。
【約15万年間にわたり臨界し続けた】
その間のエネルギーは 100万kW級の原子炉 5基分を 1年間フル稼働した時に相当。
福島には数千トンの「原子炉級ウラン」があった。

詭弁は通用しない。避難するしか方法はない。

http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html
http://bit.ly/136UlIa
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/587046102811021312/photo/1
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戸谷真理子さんがリツイート 
LN BB-45 @BB45_Colorado 
· 11 時間 11 時間前 
@HironobuSUZUKI @harada_hirofumi 実は、使用済みMOXを乾式貯蔵するのって、か
なり難しくて、まだ実用の域じゃなかったはず。二酸化ウラン燃料だと５年程度で乾

式貯蔵できるんだけどね。MOXはその１０倍以上かかる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
福島の相双地域の空間線量は、全体的に右肩上がりです。

https://twitter.com/cmk2wl/status/587083945176502273/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=LkiCIzdohz8
ニート釣り　（さよなら絶望先生）　歌詞つき PV 高画質版

ネットサポート @techuzie 
· 4時間 4時間前 
【地球と月の距離】（地）=376519km=（月）※昨日より4518km地球に近づいてきま
した。最も近づくのは5日後・最も離れていたのは10日前でした。

宇宙天気ニュース @swnews 
· 5 時間 5 時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、4月12日18:49 JST (12
日09:49 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

ネットサポート @techuzie 
· 7時間 7時間前 
【月】まもなく #ボイドタイム (17:14) です。★04月13日（02:43）までは重要な決断
は待ちましょう http://ow.ly/mzfrX (ソルフェジオ周波数) #solfeggio

https://www.youtube.com/watch?v=vI3MthKGFU0
「メビウス荒野〜絶望伝説エピソード1」公式PV 

https://twitter.com/cmk2wl/status/587083945176502273/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=LkiCIzdohz8
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://ow.ly/mzfrX
https://www.youtube.com/watch?v=vI3MthKGFU0


War Is Overさんがリツイート 
にわ鶏子 @TikiTikiChicken 
· 4月11日 
以前某ネズミの国近くの某病院に勤務してた同期助産師が言ってたけど、少なくとも2
週に1回は某ネズミの国から妊婦の救急搬送が来てて、かなりの赤ちゃんがだめにな
っちゃうって。切迫早産でも入院になると1ヶ月とかは帰れない。でも荷物なんて持っ
てないから、家族が一旦帰って持ってくるしかない。

War Is Overさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 4月7日 
名無し：04/08 00:17
最近沖縄の線量が上昇する事が時々あるが…
気になるのが去年沖縄方面海上で巨大なキノコ雲が上がったのを沢山の人が見ている

事だ。政府は相変わらずだんまりを決め込んでいるが原潜爆発と言う噂が飛んでいた

とか。

neko-aiiさんがリツイート 
francisco @sedzir 
· 4月2日 
この時NHKとフジの報道フロアに響くパニックの悲鳴をハッキリと俺は聴いた RT
@neko_aii: ２０１１年３月１５日午前６時１４分
大量放射能漏れ（号外記事）２号機爆発、格納容器破損

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0bdc35bd9f7a576ebba994410945d920 … 
https://twitter.com/neko_aii/status/583545802590552064/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=O2V3Sw90nCU
綿いっぱいの愛を! 絶望少女版 (詳細に歌詞付き) 

War Is Overさんがリツイート 
prometheus @prometheus2054 
· 4時間 4時間前 

昔「神風特攻、皆でやれば怖くない！」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0bdc35bd9f7a576ebba994410945d920
https://twitter.com/neko_aii/status/583545802590552064/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=O2V3Sw90nCU


戦後「赤信号、皆で渡れば怖くない！」

311直後
「放射能、皆で食べれば怖くない！」

311から2年後
「国民病、皆でなれば怖くない！」

全く過去の悲劇や歴史から学んでないクルクルパーの二ポンジン。

https://www.youtube.com/watch?v=ksZNMJ_d58U
【GUMI Power/Native/Adult】絶望性: ヒーロー治療薬 (Full)【VOCALOID3カバー】 

https://www.youtube.com/watch?v=cHWL91aTPH4
槇原敬之 15 ムゲンノカナタヘ〜To infinity and beyond 2010年 日本武道館 
https://www.youtube.com/watch?v=PQ8VfPzHOwE
 

https://www.youtube.com/watch?v=ksZNMJ_d58U
https://www.youtube.com/watch?v=cHWL91aTPH4
https://www.youtube.com/watch?v=PQ8VfPzHOwE


（４月13日）　バイトは遅番。高高度の空域にロケットでナトリウム、セシウム、リ
チウム、ストロンチウム、バリウムを撒けば、人工オーロラが発生する。過去にも実験
されたことがある。

http://85358.diarynote.jp/201504130904531009/

太蔵経。（違）

2015年4月13日 音楽
　

おはようございます。

０８：４２。バイトは遅番。

札幌は晴天無風。気温１０℃超！

ふつうなら大喜びで窓大全開、洗濯物を外に干すところですが…
（－－；）

紫外線が強すぎる…のはまだしも。

危ガス充満で、窓を５分も開けていられません…
（＞＜ｐ）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504130953285470/

「一秒ごとにつのる苛立ち」「まだ哭くのには早いよね」。

2015年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

もう一回聴きましょうか？（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201504130904531009/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00005EJHK/
http://85358.diarynote.jp/201504130953285470/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504130953285470_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504130953285470_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150413/85358_201504130953285470_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Stg1qxy0ltI


https://www.youtube.com/watch?v=Stg1qxy0ltI
陣内大蔵 - 悲しみをときはなて (Set yourself free from sadness) 

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
中１の息子が体調を壊し…そんなに弱い子ではないのにおかしいと思っていた矢先、
気持ち悪い、頭がくらくらする、と寝こみ、体がガクガク、急に発汗、発熱を繰り

返し、歩行困難状態です。http://bit.ly/19t7kKK

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 2時間 2時間前 
福島県の桃からヨウ素が検出される⇒資料が入れ替えられ、ヨウ素が不検出に！

　http://bit.ly/15MpHXk

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 2 時間 2 時間前 
戸谷真理子さんがリツイートしました 朝日新聞医療サイト「アピタル」
ストロンチウムが溜まる臓器だね。膵臓 

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
【拡散】tokaiama　放射能汚染された土地にすめば、どんな運命が待ちかまえてい
るか？ 本当は心が教えてくれています 何ともいえない不安感、直感が「逃げろ！」と
教えてくれるのです 潜伏期間が五年もある被曝では、ただカンを大切にするしかあり
ません

cmk2wl @cmk2wl 
· 3時間 3時間前 
4月13日 6:01分の外の微粒子。
うーん、高い。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/587360538583179264/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
東京ディズニーランドツアーに行くのは、チェルノブイリツアーに行くということ

です。　http://bit.ly/19UoK4p

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
鎌倉時代初期の歌人：藤原定家「明月記」1204年
「北の空から赤気（オーロラ）が迫ってきた。その中に白い箇所が5個ほどあり、筋も

http://bit.ly/19t7kKK
http://bit.ly/15MpHXk
https://twitter.com/cmk2wl/status/587360538583179264/photo/1
http://bit.ly/19UoK4p


見られる。恐ろしいことだ。」

いま、低緯度でもオーロラが多く観測されている。

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
高高度の空域にロケットでナトリウム、セシウム、リチウム、ストロンチウム、バリ

ウムを撒けば、人工オーロラが発生する。過去にも実験されたことがある。

「わぁ〜、きれい」じゃない。

戸谷真理子さんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news 
· 4時間 4時間前 
西〜東日本の太平洋側 非常に激しい雨のおそれ http://nhk.jp/N4Ik4DM1 #nhk_news

https://www.youtube.com/watch?v=0Lv_pg6cKWY
からげんき　歌った【ろん】

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 2時間 2時間前 
戸谷真理子さんがリツイートしました 長谷川ういこ　緑の党 共同代表
中山均さんって　この記事書いた人だ「今さら気付いたけど、食品の汚染基準と『ド

ラム缶』」　http://green.ap.teacup.com/nakayama/502.html …　まともな感覚のひとが
当選してよかった　１００Bq／ｋｇ以下でも放射性廃棄物だったんだよ東電公害前は 

長谷川ういこ　緑の党 共同代表�認証済みアカウント 
@uikohasegawa 新潟市議選(西区)・緑の党グリーンズジャパン公認の中山ひとしさん
当選！おめでとうございます！ちなみに中山さんは歯科医・歯学博士でもあります〜

。

http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/senkyo/oshirase/H27shigi/270412sigi_sokuhou.files/H27kaihyo_shigi.pdf
…　 #脱原発 #緑の党 #新潟市議選 

War Is Overさんがリツイート 
CDB @C4Dbeginner 
· 21時間 21時間前 
統一地方選の直前に突然株価が暴騰する。テレビ新聞すべてのメディアが「15年ぶり
の二万円台突破」を報じる。

投票前日の朝日新聞で論客三人が口をそろえて「右傾化などない」「差別と反差別は

同じ」と語る。

そして投票日朝刊の社説には「右と左が善と悪であるはずがない」という歴史的な

http://nhk.jp/N4Ik4DM1
https://www.youtube.com/watch?v=0Lv_pg6cKWY
http://green.ap.teacup.com/nakayama/502.html
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/senkyo/oshirase/H27shigi/270412sigi_sokuhou.files/H27kaihyo_shigi.pdf


一文。

https://www.youtube.com/watch?v=T-nv9VqoSEU
『イーガー♥ビリーバー』　歌った 【ろん】

宇宙天気ニュース @swnews 
· 40 分 40 分前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C6.4 の小規模フレアとなり、X線強度は、4月13日08:29
JST (12日23:29 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
予知夢なのか 地震や津波などの「災害の夢」を見る人が増えてきたらしい。飛行機が
海に沈んでいって、そのあと津波が起きる夢を見た。たぶん1ヶ月以内に北海道で○○
地震って名前が付くような地震が起きる。http://bit.ly/vZkFL1

https://www.youtube.com/watch?v=14z2Ai9k4dQ
【ろん】 lonly my railgun 

https://www.youtube.com/watch?v=6Td6z0EEFSk
【きゃりーろんろん】PONPONPON 

…何度繰り返すことになっても…！

https://www.youtube.com/watch?v=yqxTQmaCGQU
コネクト　ろん

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-nv9VqoSEU
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://bit.ly/vZkFL1
https://www.youtube.com/watch?v=14z2Ai9k4dQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Td6z0EEFSk
https://www.youtube.com/watch?v=yqxTQmaCGQU


（４月13日）　札幌の空気、悲惨です。危ガスの光化学スモッグ出てる。

http://85358.diarynote.jp/201504131000409384/

♪ これが私をリモートコントロールする機械
です ♪
2015年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=6UfdJPNd6oU
【ろん】 リモコン　歌ってみた 【そらる】

特定秘密保護法反対・不正選挙追及 @tetsuyan1112 · 1時間1時間前 
8) 不正選挙：7.21参院選 同一筆跡疑惑 http://www.youtube.com/watch?
v=JxSuExhhB_8 …　http://www.youtube.com/watch?v=wjLIXhED9A8 …
　http://www.youtube.com/watch ?

ぐぬぬな…ひととき @yukiko_gnn · 10時間10時間前 
もう、不正選挙は、バレバレなのに、それでも、建前でゲームが続いていく日本。地

方議会も、選挙は虚構だったという現実。

平川典俊 @soudearunara · 4月5日 
@NaomiTOYODA 国民の大多数は自民党に投票していないはずですが、不正選挙の本
場アメリカから購入した選挙の開票装置が自民党に投票しているというデータ操作を

おこない、単にその結果を真実として日本国民が信じているだけです。何より総務省

やムサシの関係者が良く知っているはずです。

https://www.youtube.com/watch?v=vHfa6JHTN3E
【ろん】マトリョシカ　-Band Arrange Ver.- 歌ってみた 【そらる】
 
       
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201504131000409384/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504131000409384/
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https://www.youtube.com/watch?v=vHfa6JHTN3E


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日10:01
さて。罵イトに逝く時間だ★

正常性ばいあす〜…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日10:13
ホワイトフーズは敵さんのツリらしい。(-_-#)
メアド登録した途端、

痛メールの嵐。(`ヘ´)

札幌の空気、悲惨です。

危ガスの光化学スモッグ出てる。

(∋_∈)
死ぬ死ぬ。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504131122458186/

汚れているのは水なんです。

2015年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

札幌、川霧が晴れたら

呼吸もらくになりました。

(^。^;)

汚れているのは水なんです。

水道水を飲んでたら、

確実に早死にできます。

神奈川で再びスパイク。(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201504131122458186/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504131122458186/


…弟はじきに死ぬだろうなぁ…

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日15:52
神奈川スパイク連発花火。

ついに青森でもスパイク。

(-_-#)
地震の進行も厭〜な感じ。

札幌でも明らかに被曝で体調を崩す人が増えてますが、みんなそれぞれ孤立したまま風邪とか花

粉症とか「悪性の貧血」とか更年期障害だとか盲信してる。

(∋_∈)

…死ぬぜ。死んじまうぜ〜…

（私だけ健康！(^_^;)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月13日16:05
　

まだ、解らないのかな？

ここは、

チェルノブイリでは、ないよ？

アウシュビッツ。なんだよ？

…(-_-#)…

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


（私がいま動かないのは、神の　作為だか悪意だかに対する、

「ストライキ」！）

　(`ヘ´)Ｏ
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日0:38
Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
「福島はアウシュビッツ」「福島はアウシュビッツ」「福島はアウシュビッツ」「福島はアウシ

ュビッツ」「福島はアウシュビッツ」「福島はアウシュビッツ」「福島はアウシュビッツ」「福

島はアウシュビッツ」「福島はアウシュビッツ」「福島はアウシュビッツ」「福島はアウシュビ

ッツ」

いや、「ニッポンが」

だから…！
 

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


（４月⒕日）　即、逃げるしかない。

http://85358.diarynote.jp/201504140855146845/

4月14日（追記あり）。
2015年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

おはようございます。

和や縄08時50分。
今日は休み。

札幌は晴天ですが、とんでもな突風が吹き荒れて、

南から大量の放射性粉塵を叩きつけて来てます…(-_-#)

窓を開けての大掃除は、今日も無理ですね…　┐(’〜`#)┌

（ジンナイＣＤが最高なので、機嫌はいいです♪）

…爆風のイキオイと、最初のものすごい粉塵…

http://85358.diarynote.jp/201504140855146845/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504140855146845/
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おそらくフクイチ周辺で、「また」【 露天 核 爆発 】が、起こったものと推測されます…

（さっき気絶して寝てました…）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日12:56
cmk2wl @cmk2wl 
· 51 秒 51 秒前 
風がつよくなって、ベランダの洗濯物が大きく揺れる状態なのに、さっきより数値が低い。前は

無風状態で冷え込んでいた。

上から降下している可能性も。

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
4月14日 8:00分の外気の微粒子。
やはり濃度異常。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日12:57

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
こんな感じで、「死の灰」「放射性プルーム」「フォールアウト」といった「パーティクル（微

粒子）」が。　もっと小さくて、「サブマージョン」「希ガス」が降下してくるんだろうね。

「ガイガーカウンターの数値が上がってる」なんて、悠長な事は言ってられない。

即、逃げるしかない。

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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http://85358.diarynote.jp/201504141210085989/

Black Water Bird ... （大蔵経・２）。（＋２）
2015年4月14日 音楽 コメント (8)

昨日に続きまして、

http://85358.diarynote.jp/201504130904531009/

今朝うっとりと聴き惚れていたＣＤはこれ。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00005EJCZ/glfclb-22/ref=nosim

ぅおお♪　！（＠ｗ＠）！

https://www.youtube.com/watch?v=4DGNfTBwMCU
陣内大蔵 - 僕は何かを失いそうだ 

…歌詞の奥深さもさることながら、これまた、なんてすてきな編曲…♪
（ガムラン風ですね！♪）

実は、「顔」でいうなら、ジンナイ氏は「私の好み、ではナイ。」んですが…
（＾＾；）

なんでって、顎が細くて、いかにも偏食というか好き嫌いが多そうというか、

食生活をオザナリにしてそうというか…（＾＾；）…
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生存生活能力というか、生命力とか低そうなあたりが、ね…？

（単純に「顔」で選ぶなら、ベストミュージシャンはクリス・ハートだ…ｗ）
http://stat.profile.ameba.jp/profile_images/20140116/09/45/ee/j/o096006391389833312206.jpg

だけどこの顔の目の部分だけを横に切り取ると…
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/004/758/69/1/twin.jpg

なんか…、「他人とは思えない」んですが…

…私…？＞（＾＾；）＜似てる…？

感性というか感覚というか、ものの感じ方というか…

すごく、シンパシー（おなじもの感）を、感じます…

　（＾＾；）

（あ、実年齢も近い。１コしか違わない…☆）

…と、いうことで、参照に貼りたかった曲のタイトルが…

【 Black Water Bird 】（画像参照）

（参照。http://www.jca.apc.org/~altmedka/gulfw-05.html ）
（『湾岸報道に偽りあり』）

ですが…例によって？　私が「ベストオブこのＣＤ内」に選んだ一曲は、
…「悠宙舞に無いッ！」…

　ｗ（－－；）ｗ

代理。

https://www.youtube.com/watch?v=ULi5p3_w1us
陣内大蔵 - MAZY BLUES 

http://stat.profile.ameba.jp/profile_images/20140116/09/45/ee/j/o096006391389833312206.jpg
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/004/758/69/1/twin.jpg
http://www.jca.apc.org/~altmedka/gulfw-05.html
https://www.youtube.com/watch?v=ULi5p3_w1us


この曲も、とても好き♪

https://www.youtube.com/watch?v=4w9Bs-lAVwo
陣内大蔵 - Angel 

♪　検索オマケ　♪

https://www.youtube.com/watch?v=p8E528gzSfI
陣内大蔵 - ハトのように

https://www.youtube.com/watch?v=0NdQjXwvaVc
A Hundred Birds - Black Water (Main Mix)

https://www.youtube.com/watch?v=w4yW1gD3FHU
A Hundred Birds/ Ain’t No Mountain High Enough 

https://www.youtube.com/watch?v=YsUD23UAEhI
陣内大蔵 - Big Mountain

（「この山」の夢は…私も視た…！）

https://www.youtube.com/watch?v=AHqqChnthPI
Dead In the Water - Ellie Goulding | Divergent

https://www.youtube.com/watch?v=DX68ZGbX0rs
Christopher Martin - I’m A Big Deal [Intoxxicated Riddim] January 2015

https://www.youtube.com/watch?v=JyBcSQtrXiE
Intoxxicated Riddim Mix (Troyton Music) (December 2014)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=4w9Bs-lAVwo
https://www.youtube.com/watch?v=p8E528gzSfI
https://www.youtube.com/watch?v=0NdQjXwvaVc
https://www.youtube.com/watch?v=w4yW1gD3FHU
https://www.youtube.com/watch?v=YsUD23UAEhI
https://www.youtube.com/watch?v=AHqqChnthPI
https://www.youtube.com/watch?v=DX68ZGbX0rs
https://www.youtube.com/watch?v=JyBcSQtrXiE
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2015年4月14日12:57

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
福島原発の状態はよくありません。今日の日没からしばらくの映像ですが、蒸気（湯気）がどん

どん増えていくのがわかります（モニターの解像度に依存している部分もある）見えますか？

https://www.youtube.com/watch?v=r9n_KhgSELQ …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日13:01

amaちゃんださんがリツイート 
希望を胸に！ @atsuchaman 
· 3時間 3時間前 
@tokaiamada @uminohana そればかりか 原発銀座では 原発に反対する候補者すら与えられてい
ない。

今回の県議選では 候補者４人すべてが原発賛成でした。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日13:04

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
資本主義は金儲けのため無制限の肥大を要求する

「儲かる」ことが、すべての基準になるから、使い捨て浪費文明にしかならない

ゴミを出さない社会　何もかも修理され、利用され尽くす社会にゴミなど存在できない

資源しかないのだから

我々は拝金主義の幻想を捨て、使い捨て文明を捨てる

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
ムンバイにも、かつてゴミは存在しなかった

プラスチックの発明普及とともに、こうなってしまった

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


http://www.huffingtonpost.jp/2015/04/09/trash-mountain-rises-up-in-mumbai-_n_7032028.html?
ncid=tweetlnkjphpmg00000001 …
私の子供時代、食料品包装は、すべて新聞紙か自然素材だった

すべて貴重品、大切な燃焼資源だった

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
江戸にゴミは存在しなかった

すべてが資源だった

屎尿は貴重な金肥　発酵堆肥として争って求められた

ゴミの大半は商品包装だが、当時はすべて燃すか堆肥化可能資材だった

壊れ物はすべて修理された

ゴミ問題の解決は、まず包装プラスチックを廃止、自然素材に切り替え堆肥化処理システムに変

える

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日13:05
 

…さて…　ｗ（＾＾；）ｗ

「環境に悪い獅子印の合成洗剤」なんか、３０年ぐらい使っていないわ！

…水とホウキだけで、お掃除、してきます…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日18:35
　

れべっかさんがリツイート  
安田菜津紀 @NatsukiYasuda 
· 3月10日 
映画にコメントをするという初めての仕事があった。テーマはベトナム戦争。観させてもらいな

http://85358.diarynote.jp/
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がら強く思った。「平和を望む」というのは、戦争から目を背けることではなく、現に起きて

しまった、あるいは起きているものから徹底的に学ぶことなのだろう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日18:37
大野純一 @ohnojunichi 
· 30分 30分前 
欧米の大衆がマスメディアからの情報を信用する確率は２０パーセント。これは、低い教育を受

けることしかできなかった貧困層に集中しています。日本と中国の大衆がマスメディアからの情

報を信用する確率は、約80パーセントです。これだけ教育の行き届いた日本で、この数値には大
きな問題があります。

 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（４月⒕日）　派遣が搾取業だと思ったのは、家庭教師の派遣で、働く学生よりも業者
のほうが取り分が断然多いというところからだな。／自民党のIPアドレスでWikipedia
の原発津波対策に関する記述を書き換

http://85358.diarynote.jp/201504141704282288/

「髪が抜けるんだよね。」

...緊急被ばく医療アドバイザー／全員ヨード剤服用＋国外退避。

2015年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

neko-aiiさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 4時間 4時間前 

とあるアサヒのSuper DRY (Don’t Repeat Yourself)　
福島DCビール発売 http://goo.gl/MkxWmH 　
日本最大級の福島工場製。2014年3月に0.57μSv/h計測される　
https://twitter.com/s_hiroki24/status/441458411746508800/photo/1

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

http://85358.diarynote.jp/201504141704282288/
http://85358.diarynote.jp/201504141704282288/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504141704282288/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150414/85358_201504141704282288_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150414/85358_201504141704282288_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150414/85358_201504141704282288_3.jpg
http://goo.gl/MkxWmH
https://twitter.com/s_hiroki24/status/441458411746508800/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=CuFjup_iMUA


100分耐久　【マミさんのテーマ】　魔法少女まどか☆マギカ

なにかがとても変。

まぁ今さらだけど。

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 56分 56分前 
日赤は、医療従事者が事故時１ｍSv以上浴びてはいけないことになってますけど。緊
急被ばく医療アドバイザーで事故想定訓練なら、事故あったら、すたこらさっさで全

員ヨード剤服用＋全員国外退避指導しかないんじゃないかなあ

https://twitter.com/Tanisennzo/status/587859941450354689 … …
タニ　センゾー@Tanisennzo 福井県⇒“原子力災害に備え、大気中に放射性物質が広が
るなかでも救護活動が円滑にできるように福井赤十字病院が医師と診療放射線技師

を「緊急被ばく医療アドバイザー」に任命し、事故を想定した訓練などを行う”
日赤に被ばく医療アドバイザー　福井

http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/3053901111.html?t=1428988506183 …

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
脳への障害は、第一歩は、脳内で血管の多い体積あたりの血液量が多い部分が、血液

からのβ線で機能低下が起きてきます。神経線維の近傍で電離作用が起きれば、神経が

偽信号を発生しますので、機能が低下するのです。http://bit.ly/Nc9cOW

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
「原発事故の主な症状には、下痢、頭痛、咳、鼻血、足のつり、紫斑、水ぶくれ、胸

の痛み、膀胱や胃の痛み、全身のだるさなどがある。 セシウムは心筋や血管に影響を
与え、心筋梗塞や脳梗塞の原因になり プルトニウムは吸うと肺がんの原因に、ストロ
ンチウムは白血病などの原因になりうる」

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
茨城県北部だけど、毎年と比べると今年は異常なほどに髪が抜けるんだよね。

War Is Over @kenshimada 
· 3 時間 3 時間前 

https://twitter.com/Tanisennzo/status/587859941450354689
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/3053901111.html?t=1428988506183
http://bit.ly/Nc9cOW


チェルノ事故で放射能汚染されたベラルーシでは、25年たった今でも牛乳の中の「ス
トロンチウム」を検査している。牛乳はストロンチウムに汚染されやすいからだそう

だが、日本の牛乳はセシウムしか測ってないね。

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
今月に入ってから郡山の知り合いが３件のお葬式に出席しています。亡くなられたの

はどの方も50〜60代の男性です。そしてみなさん急死だそうです
。http://bit.ly/1c2WmxM

戸谷真理子さんがリツイート 
onodekita @onodekita 
· 5時間 5時間前 
１号機の格納容器内雰囲気線量が予想の1/10だったと、東電が喜んでいる。
線量が予想より少ない=格納容器内の核燃料の量が少ない。
ことだ。まさか、消えるはずはないから、格納容器の奥深くまで潜り込んでいるって

ことだろ。

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
知人の飼ってたペットの子宮に血が溜まり、亡くなったと聞きました。 そういうば職
場の人も震災後肺に血が溜まり手術していて、 「ストレス」という事になっていまし
たが、 ストレスで肺に血が貯まるのかなあと不思議でした。　http://bit.ly/1nAF0u9

neko-aiiさんがリツイート 
ﾘ　ｺ　 @riko0058 
· 10時間 10時間前 
原因不明の乳幼児疾患「川崎病」が静かに大流行している

http://matome.naver.jp/odai/2138156082862005001 …
いやいや、フクイチ被曝でしょ??

neko-aii @neko_aii 
· 17時間 17時間前 
"@umeboshizuki:
娘の部活の後輩、指を骨折したと思って病院に行ったら

骨の癌だったそうです。小指の骨が溶けてなくなってたと。

中学生。大阪。なんだかな。

http://bit.ly/1c2WmxM
http://bit.ly/1nAF0u9
http://matome.naver.jp/odai/2138156082862005001


昨日南野陽子さんの骨腫瘍のニュースを知ったっばかり。

AKBのあの子も休養。だんだん見えない足音が迫ってくる"

neko-aii @neko_aii 
· 17時間 17時間前 
"@lionjapan:
被曝は突然死だったら良いが、ほとんどは苦しんで死ぬらしい。

まずは、精神が異常になり、喉が変、下痢、頭痛、失明、癌、白血球と血小板の減少

まったくやる気無し、顔が腫れたりむくんだり、茶色いアザ、血豆、鼻血、インポ、

卵巣の異常

いろんなとこから出血"

neko-aii @neko_aii 
· 17時間 17時間前 
【ぬまゆのブログ】朝、また 「 歯 」 が、根元から 取れました。(2012/5/27)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/66c6320b5f3a7ce81144c450f9ff58d2 …

neko-aiiさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 17時間 17時間前 
2012年4月4日
東京都昭島市で高放射線計測

毎時1.15マイクロシーベルト 年換算10.1ミリシーベルト
https://www.youtube.com/watch?v=zpDbuUoCebQ …
福島第一原発から300キロ地点

neko-aii @neko_aii 
· 18時間 18時間前 
2012-04-25
福島第一２号機からの放射性物質放出量が、１か月で７倍に上昇。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/53b2bb3ccfa1a10b53e33efaf16c2be6 …

War Is Overさんがリツイート 
Kazumix™ @Kazumi_x 
· 20時間 20時間前 
メルトダウン発生から4年目にして溶け落ちた核燃料から立ち上る湯気の映像が正式公
開された。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/66c6320b5f3a7ce81144c450f9ff58d2
https://www.youtube.com/watch?v=zpDbuUoCebQ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/53b2bb3ccfa1a10b53e33efaf16c2be6


やはりふくいちライブカメラで騒がれた白煙もこういうことだったのかと確信する情

報である

【映像公開】格納容器内に核燃料の熱による湯気

4月13日
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150413/k10010047011000.html …

みえないばくだん @hopi_domingo 
· 22時間 22時間前 
4年経ってやっと白状した!?
"@neko_aii
２０１１年３月１５日

大量放射能漏れ

２号機爆発、格納容器破

損http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0bdc35bd9f7a576ebba994410945d920 …
↓

2号機も炉心溶融が確実
http://financegreenwatch.org/jp/?p=50593 

neko-aii @neko_aii 
· 4月12日 
［04月12日］のつぶやきをまとめました ▶1番RTされたつぶやきは「"@_Ninjya_:フク
シマは２０００トンものウランが砕けて飛び散った...」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f0f30be1899bbde2cb7155fa8a4ae8b6 … #gbrt

https://www.youtube.com/watch?v=dGlRtgUVyz4
【作業用BGM】　魔法少女まどか☆マギカ　音楽集 

War Is Over @kenshimada 
· 5時間 5時間前 
山下俊一、甲状腺検査を受けた本人や保護者にさえ渡さない福島県の子供の「甲状腺

エコー」写真を米国の学会で大量に公開していた！

http://www.asyura2.com/13/genpatu31/mg/255.html …
日本では、国も福島県も福島県立医大も、「個人情報だから」と言って被曝線量推

定データの詳細を公表していない。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150413/k10010047011000.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0bdc35bd9f7a576ebba994410945d920
http://financegreenwatch.org/jp/?p=50593
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f0f30be1899bbde2cb7155fa8a4ae8b6
https://www.youtube.com/watch?v=dGlRtgUVyz4
http://www.asyura2.com/13/genpatu31/mg/255.html


neko-aii @neko_aii 
· 20時間 20時間前 
「郡山市のケース

ソフトバンクの孫さんが100億円を寄付した時
避難や移住を希望する人のための相談会を開こうとなったの

ところが、県から『避難という言葉を使わないでくれ』とクレームが

結局、『母子相談会』というネーミングにされられた」

（2011年12月14日週プレNews）

neko-aii @neko_aii 
· 20時間 20時間前 
2012-01-06

ドイツ

今後五年で東北と関東合わせて六割ががんや白血病で亡くなり、

未成年は四十歳まで生きるのが困難である。

北朝鮮

日本政府、マスコミは言論統制と捏造報道を意図的に行っている。

http://mak55.exblog.jp/15229867/

戸谷真理子さんがリツイート 
GuciYama @GuciYama 
· 4月13日 
ほとんど自民党がやってんだろ

自民党のIPアドレスでWikipediaの原発津波対策に関する記述を書き換えていたことが
判明 http://news.livedoor.com/article/detail/9194109/ …

…やっぱり次のケータイはソフトバンクにしよう…。

War Is Overさんがリツイート 
比嘉まりん @reireiusagi 
· 14時間 14時間前 

http://mak55.exblog.jp/15229867/
http://news.livedoor.com/article/detail/9194109/


47人学級で。

今月の掃除当番は誰が良いですか？

「沖縄さんが良いと思います！」

では、今月の当番はどうしますか？

「今月も沖縄さんで！」

70年掃除当番の沖縄さん
「そろそろ、やめたいんですけど…」

「掃除させてやってるのを誇りに思え！」←え。

War Is Overさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 3月20日 
葛飾区の某小学校。放射能を気にする家庭(牛乳飲まない、弁当持参、プール拒否etc)と
そうでない家庭でクラス分けしたという

http://goo.gl/63M8uw 　なぜ今★給食廃止★が叫ばれるのか？ - NAVER まとめ

戸谷真理子さんがリツイート 
島ぐるみ会議 @shimagurumi 
· 5時間 5時間前 
辺野古バスはいまも那覇から毎日運行中！他地域からも毎週出発していますよ！よろ

しくお願いします！！ 
https://twitter.com/shimagurumi/status/587814488524529666/photo/1

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日17:20
戸谷真理子 @irukatodouro 
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· 4時間 4時間前 
派遣が搾取業だと思ったのは、家庭教師の派遣で、働く学生よりも業者のほうが取り分が断然多

いというところからだな。もっとひどい業界もあるんだろうけど

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日18:39
bandeapart72 @bandeapart72 
· 6時間 6時間前 
" 基地はいやだといっても、能面みたいな顔で押しつけてくる。他ではありえないでしょう。日本
の47分の１として認めないんだったら、日本というくびきから外してちょうだいという気持ちだ
よね "
http://bit.ly/1GFcbJD

http://85358.diarynote.jp/
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（４月⒕日）　情報統制しているが、この先恐ろしい運命が待っている。この国に住ん
でいるニンゲンのように見える存在の半分くらいは既に未来を諦めているようにしか見
えないもの。

http://85358.diarynote.jp/201504142119462984/

都内のツイ友さんの線量計で0.5を記録したそうだよ。

2015年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=GOdXNUzKado&index=22&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz
【PSP】Puella Magi Madoka Magica BGM3　魔法少女まどか☆マギカ

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 4時間 4時間前 
名無し：04/13 01:00
静岡県磐田市在住

生涯の友の訃報入る…
享年６４ 姉上より連絡あり弔辞の申し出をした
今夜彼は彼が必ず夢枕にたつはずだ 
若年性アルツハイマーで失った記憶を呼び戻し あの元気な姿で。４年前に発症…
https://www.facebook.com/yoshio.shirai.52/posts/469550843200565 …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し(長野県)：2015/04/14(火) 10:42 ID:XXXXXXXX
都内のツイ友さんの線量計で0.5を記録したそうだよ。絶対におかしい。恒常的じゃな
いにしても、確実にフクイチからのホが増量しているって。

ナットポチさんがリツイート 
はなまま @hanamama58 
· 7時間 7時間前 
高浜原発、再稼働出来なくなりました。 

No More ABE @sunaton · 13時間13時間前 
こんな吐き気がするようなフクイチの現状や、廃炉の見通しなんか無いことを、多く

の日本人は知らずにいる。

http://85358.diarynote.jp/201504142119462984/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.facebook.com/yoshio.shirai.52/posts/469550843200565


報道されないんだから、知るはずも無い。

こんな状態なのに、原発の間近に新校を作ったりしてる。

junko さんがリツイート 
爆猫＠重度釘宮病患者(延命治療拒否） @bakuneko999 
· 4月12日 
ダメだよ。この国に住んでいるニンゲンのように見える存在の半分くらいは既に未来

を諦めているようにしか見えないもの

amaちゃんだ @tokaiamada · 4月9日 
フクイチ超異常線量　相変わらず故障としてデータ封鎖

まったく情報は入らず、マスコミも完全無視

情報統制しているが、この先恐ろしい運命が待っている 
https://twitter.com/tokaiamada/status/586006848441950208/photo/1

https://www.youtube.com/watch?
v=UJ210BJA7E4&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz&index=23
Puella Magi Fortunae★Magica - 05 Kono Michi No Saki e 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日21:20
０５０

４７４７…

夜な夜な…？（＾＾；）…

（さて、ストリンチウム入り水道水で、被曝カクゴの「手洗濯」してきます…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月14日23:55

https://twitter.com/tokaiamada/status/586006848441950208/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=UJ210BJA7E4&list=PLTCVBHyBsbiDmLDHqyKZ8utRGQ1yvelDz&index=23
http://85358.diarynote.jp/
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そんなでもなかった、水道水。

(^。^;)

たしか原水を完全に地下伏流水だけに切り換えたんだよ昨年。

(^-^)g

その前までは表流水（雨水）を３分の１くらい混ぜて使ってたらしいんだけど…
　b(^_^;)

札幌水道局、グッジョブ！

＼(^o^)／
 



（４月15日）　バイトは中番。降水確率６０％。バス通勤の予定。

http://85358.diarynote.jp/201504150858511670/

稚内の線量が上がってる…（〜〜；）…

「千葉で見つけた中古車　8μSvだそうです」。
2015年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

おはようございます。

０８：１９。バイトは中番。

札幌は降水確率６０％。

まだ降り出してはいません？が、

ひさしぶり？にバス通勤の予定。

https://www.youtube.com/watch?v=FIV_wh5rNZE
Joan Baez- What Have They Done To The Rain with Lyrics.wmv 

グラフを読んだ感じでは、北海愚民どもが鬼畜痴事を再選しちゃったせいで、

北海道内の計測器は、「もはや真実を測っていない」という疑い濃厚…

http://85358.diarynote.jp/201504150858511670/
http://85358.diarynote.jp/201504150858511670/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=PhbjrPrBGe4
JOAN BAEZ ~ What Have They Done To The Rain ~ 

地震も続いてますのよ…（－－；）…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5 分 5 分前 
福井県のラドン濃度が高い

通常の２倍ぐらい（38ベクレル /m3）地中深くで起こってる地殻変動で発生するラド
ンの計測値。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/588122291487301632/photo/1

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 153.1km 2015/04/15 04:41:28JST, 2015/04/14 19:41:28UTC
(G)http://j.mp/1ys1pE6 (USGS)http://j.mp/1zebDme

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ102.8km 2015/04/15 03:00:51 http://j.mp/1HoI2xz

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M2.6】国後島近海 深さ144.4km 2015/04/15 01:38:28 http://j.mp/1zdChMg

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約20km M3.7 14日22時50分頃発生 
(G)http://j.mp/1yqIJEV (気象庁)http://j.mp/1GGO0dT

https://www.youtube.com/watch?v=9PYrATZYBEk
「雨の音が僕を眠らせ、覚えていなくていいという」 KK歌 by 土天海 

amaちゃんださんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=PhbjrPrBGe4
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/588122291487301632/photo/1
http://j.mp/1ys1pE6
http://j.mp/1zebDme
http://j.mp/1HoI2xz
http://j.mp/1zdChMg
http://j.mp/1yqIJEV
http://j.mp/1GGO0dT
https://www.youtube.com/watch?v=9PYrATZYBEk


戸谷真理子 @irukatodouro 
· 45分 45分前 
戸谷真理子さんがリツイートしました 中年爆走パパ
千葉で見つけた中古車　8μSvだそうです　@iwakamiyasumi @morimasakosangi
@moriyukogiin @asahi @nikkei @Nikkei_TRENDY @nikkeibusiness 
中年爆走パパ@zcpower 千葉県にある大手オークション会場で見つけた高汚染車両、β

線遮断してこれです、怖くてここまで測って逃げました。事務局に報告しましたが相

手にされす。"@EzZemi: 判るのですね！気を付けます。調べずに購入する方も多い
でしょうね。。" 

cmk2wl @cmk2wl 
· 5 時間 5 時間前 
わかってますか？

もし水蒸気爆発したら、311の再来か、あるいはもっと悪い状況になるということを。
状態に気づくのが遅れたらアウトです。

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
福島原発まずいよ。蒸気がすごい。

私は別の大画面PCで、常に 1号機側からのライブカメラを見ることにしました。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
おかしい。0.3μmで 417359個もある。
行政の測定している PM2.5と SPMって何？
外は冷え込んでいて、微風。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/587971211436535808/photo/1

neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
柏市、林の落ち葉が８〜４μSv/h。
横浜市港北区　屋根の堆積物　63434 Bq/Kg
世田谷の地面は０．３μSv/h
（2011-10-13乖離のぶろぐ)より

neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 

https://twitter.com/cmk2wl/status/587971211436535808/photo/1


福島に行くだけで衣服や持ち物が6.8マイクロシーベルト。
靴が1番線量が 高く、11.65マイクロシーベルト。
（2011-10-13乖離のぶろぐ)より

https://www.youtube.com/watch?v=hkQX3yEtaBc
◇雨（With 奥居 香）◇ 森高千里

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
移住地と建物選び を書いている途中なんですが、交換した蛇口式浄水器を分解して、
ポピドンヨード（ヨウ素）と食塩（セシウムに見立てた）で実験をしてみました。

Vol14は【浄水器の実験】です。今夜配信します。

https://www.youtube.com/watch?v=NgxTYCbr-K4
Rain　言の葉の庭 ED　歌:秦基博　歌詞付き 

amaちゃんださんがリツイート 
kamitori　平和と緑の生活が第一！ @kamitori 
· 1時間 1時間前 
【高浜原発の再稼働差し止めを命じた裁判官は「家庭裁判所」に異動】（低気温のエ

クスタシー）http://bit.ly/1PJyqkr 
樋口英明裁判長は４月１日付で名古屋家裁判事に異動したが、名古屋高裁が福井地裁

判事職務代行の辞令を発令したため引き続き担当する

amaちゃんださんがリツイート 
浦上　清 @kiyoshiurakami 
· 2時間 2時間前 
@hiromi19610226 憲法を停止し、白昼のクーデターを決行する安倍首相。戦後70年間
、平和に暮らしてきたこの国の大衆にとってあの男が今やっていることはクーデター

にほかならぬ。議会もメディアも手玉に取り、地震も原発もテロも全ての災厄はあの

男の養分になる。首謀者は首相だ。

amaちゃんださんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=hkQX3yEtaBc
https://www.youtube.com/watch?v=NgxTYCbr-K4
http://bit.ly/1PJyqkr


本間　龍　　ryu.homma @desler 
· 6時間 6時間前 
「原発発禁本」の戦慄内容を公開する！（1）　なぜ「発禁」にされたのか？
http://www.asagei.com/8753 もう３年近く前の記事だが、原発事故で未だに１２万人が
故郷に帰れないのに、戦犯たちは今も処罰されずぬくぬくと暮らしている。この理不

尽を絶対に忘れてはならない。

neko-aii @neko_aii 
· 9時間 9時間前 
【抗がん剤は、実は増癌剤だった】

米国癌学会が多数の患者を調査。今や医薬界では常識。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a93e74d98081144e71f73d04fadca173 …

neko-aii @neko_aii 
· 9 時間 9 時間前 
画期的な癌治療を開発しても、医薬品マフィアに叩きのめされ葬られる

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/762cf8f2662d0d10c90cc9cd16f9b293 …
30年前に重曹を使用した癌の治療方法を開発して、
今までに、大勢の患者を治しているのだけど、

彼自身は、癌学会から迫害を受けて、医師免許をはく奪されてしまう。

neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
ベントすると大量の放射性物質が風に乗り飛散する

フクイチでは、東京電力は積算線量を試算し続けていたが

該当する地域の人には知らされていない

＜ベントによるヨウ素の放出＞

全量放出：１０００ミリSv
２５％放出：２５０ミリSv
相馬郡まで３時間以内に広がる

「変身」著書より

amaちゃんださんがリツイート 
黒木睦子 @mutsukuroki 
· 4月13日 
本当のことを言うと、「お子さんがイジメに遭うよ、」

「そこに住めなくなるよ」という。

http://www.asagei.com/8753
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a93e74d98081144e71f73d04fadca173
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/762cf8f2662d0d10c90cc9cd16f9b293


住めないように、虐めているのは子供同士ではない、

それは大人だ。

#日向製錬所産廃問題

https://www.youtube.com/watch?v=4R_FKViUkP8
雨 / フレンチヴァージョン [日本語訳付き]
ジリオラ・チンクエッティ

 

https://www.youtube.com/watch?v=4R_FKViUkP8


（４月17日）　バイト運は乱調凶兆ぎみですが、まぁ、大過なし。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201504170901501610/

「勇者とは、幸せになっては、いけない職業なのかもしれない

」…？

2015年4月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 
あらためまして、おはようございます。

０８：２２。

札幌は降水確率５０％の、明るすぎる鈍色の曇天。

関東でいう「春一番」レベルの、とんでもない向かい風の突風が吹き荒れているので、

チャリ通は少し早目に出ないと、途中で苦戦するはめになりそうです…
…（＾＾；）…★
（ので、もうあまり時間がありませんね…）

突風／向かい風というなんとなくの連想で、ＰＣ一曲目はコレにしました…
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time

ジンナイのＣＤでずっと「風よ吹け吹け」的な音楽を聴いていたので、

うっかりレラカムイ様を召喚してしまったかもしれない…☆
　ｗ（＾□＾；）ｗ
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月17日15:50
福井と島根で０.１μ超え。

腐苦死魔の挙動不審は言わずもがな。(-_-#)

バイト運は乱調凶兆ぎみですが、まぁ、大過なし。(^_^;)
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（４月18日）　【一番いいのは、逃げることなのです。放射能相手に闘ってもかてま
せん。】

http://85358.diarynote.jp/201504180046242086/

激太り／レベルC つまり常時防護服と専用マ
スク。

2015年4月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=YORVt_DjQEI
Yoko Ono - hell In Paradise (1985) 

Lightworker @Lightworker19 
· 9分 9分前 
カラーページに載っている大内さんの被曝26日目の右手の写真は、まるでずくずくの
腐乱死体のようで放射線被曝の恐ろしさを何よりも語っている。http://bit.ly/19qv6u7

Lightworker @Lightworker19 
· 20分 20分前 
【拡散】今日、大学病院の知人から私の携帯に入ったメールです。 「昨日、学会か何
かで判ったことらしいけど、東京の汚染はレベルCだって。 つまり常時防護服と専用
マスクをつけていないとダメなレベル。・・・」 http://amba.to/14Xt5h0
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【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 29分 29分前 
■「水道水が汚染されている状態ならば、お手上げです。政府は避難命令を即刻出す

べきです」矢ヶ崎克馬教授【川や池から超高線量】江戸川から5800ベクレル！大堀川
から7900ベクレル！大津川から6700ベクレル！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-
688.html … …

Lightworker @Lightworker19 
· 52分 52分前 
甲状腺機能低下症で激太り　http://bit.ly/10e8mmA

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 57分 57分前 
■東京・関東の水道水、 ３１１前の２０００倍の検出限界値 ＆安全基準値はアメリカ
の約2700倍！http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/224.html …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 1時間 1時間前 
■【一番いいのは、逃げることなのです。放射能相手に闘ってもかてません。向こう

は強いんです、いくらやっても消せない、人間が闘っても逃げるしかない。本当なら

日本の憲法があるわけで、放射能管理地域にしなければいけない地域に、人々が住む

こと自身がいけないことなのです。】小出裕章

https://www.youtube.com/watch?v=CVeEHrlk3dg
マッサン 麦の唄
 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-688.html
http://bit.ly/10e8mmA
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（４月19日）　バイトは中番だったはずが病欠の人の代理で遅番。

http://85358.diarynote.jp/201504190904251398/

4月7日から続いている東京の異常に高い放射線量は、重水素・ト
リチウム爆発が２時間おきに起こっている福島原発2号機の核燃
料が地下水に接触したから。

2015年4月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おそめようございます。

０８：５３。

バイトは中番だったはずが病欠の人の代理で遅番。

札幌は不思議なほど平穏無事…かと思っていたら、
降水確率２０％ぐらいだったのに、独特の冷気感のあるストロンチウム満載の雨雲に覆われてし

まい…
（－－；）

チャリ通、大丈夫かなぁ…？

と、心配しているところです…。
（昨日は降水確率５０％でカケラも降らなかったのに！）
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https://www.youtube.com/watch?v=btfj1zm5lVU
ＥＴ－ＫＩＮＧ - 晴レルヤ 

まぁそんなわけで、目覚まし音楽はＣＤで、ＥＴ－ＫＩＮＧ...

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=cYivbBOPoAY
晴れたらいいね - DCT Dreams Come Ture Wonderland 
ドリカムワンダーランド 2011 

…だめだよ〜（＾＾；）…

…そんなとこ通ったら、被曝するよ〜…

（なんだこのフクイチ「葬送地区」のニョロ線は…

　どっから降りて来た…ッ！（＞＜＃）！

cmk2wlさんがリツイート 
けいとうさぎ.com @keitousagicom 
· 4月17日 
太陽を連日遮るモヤのような異常な水蒸気雲は福島原発のトリチウム爆発が原因！!
4月7日から続いている東京の異常に高い放射線量は、重水素・トリチウム爆発が２時
間おきに起こっている福島原発2号機の核燃料が地下水に接触したから
http://ameblo.jp/allahakbar231/entry-12013183585.html …

       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日9:59

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート  
ホタル 2015《政治と霊性》 @uminohana 
· 4月17日 
①東京が本来晴れるべき（天気予報が〝快晴〟の）日にも、昼間も薄暗く異常に濃厚な水蒸気雲

が低空にモヤか霧のように立ち込め、雲間が途切れて青空や日光が現れる事が決して無く、連日

曇りか雨が続いている原因は、福島原発のこの重いトリチウム水水蒸気爆発にあると言えます。

〜Dr.佐野千遥
 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 8時間 8時間前 
政治が変わろうと

関東首都圏にも

人が住めない放射能汚染が

あることは、誰にも変えられない。

いまもトリチウムの水蒸気吹き出す

福島の汚染吸い込んでいて

何時まで、東京で政治がどうのと言ってられると

思ってるんだ？？？？？？？？

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504190952117114/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日9:56

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 4 時間 4 時間前 
本当に汚染理解出来てる親は

子供は、海外出す意外

明るい未来が無いことを

http://85358.diarynote.jp/
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当然知っている。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日10:00
さてと。

雨やんだみたい。

正常性バイアスという名の

異常識な、

非日常耐久被曝バイト生活〜☆★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日11:22
なにもかもが

異様過ぎる

日常という異常。
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（４月19日）　今日は情報遮断やバカ通信ばかり。（関西とくに福岡の脳ベクレぶり
は限界超えてる。）当番がリータスキーターとフィルチだし…

http://85358.diarynote.jp/201504191554446416/

迷惑メールが２７件！(-_-#)
2015年4月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
ミカタのフリしたホワイトフーズにメアド登録した私がばかだった…

放射性情報なんか来ないで、

迷惑メールだけ爆発的に増えた。(-_-#)

アホやなｗ

おまえらの身内、ガッカイ資本なａｕが、通信料金と遮断ソフトの負荷を喰らうだけやでｗ

┐(’〜`＃)┌

今日はバイトも情報遮断やバカ通信ばかり。

関西とくに福岡の脳ベクレぶりは限界超えてる。

近く大事故が起こると思う。

(-_-#)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日15:55
ちなみに現在すごい被曝中な気がする。(-_-#)

なんだこれ…！(ToT)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日16:02
当番がリータスキーターと

フィルチだし…(∋_∈)

今日は最低。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日16:19
太陽電磁波か中性子線か、

あるいは両方か、

ビシバシ跳びかってるよ？

(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日21:34
これでも大難を小難にしてあげてるんだよと神だか魔王だかがせっせとサインを送って寄越す。(-
"-;)
たしかにものすごくタイトな安全ルートを「運搬」されてる自覚はある。(・_・;)

現在も、すごい被曝が継続中。

気がつかないパンピーがいっそ羨ましい…。(∋_∈)

普通の人たちに健康被害が出るのは明日以降でしょうね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月19日23:36
飯舘の線量グラフ切断。

(-_-#)
フクイチ露天 核融合 熱泉から噴き上がってるモクモク湯気が、
冷えて雨になって、

西日本の全生態系を、

滅亡の淵に叩き込むってさ…
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月20日5:50
書いたよね？

日本国から民主主義と選挙制度は消えて無くなると。

(-_-#)

中国は数年以内に、激しい民主化運動で内部崩壊すると…
 

http://85358.diarynote.jp/
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（４月20日）　バイト４連勤の最終日は中番。／爆風スランプ「スパる」を延々リピ
ートしながら出勤支度して駆け出したら、間違えて違う路線のバスに飛び乗ってしま
った！

http://85358.diarynote.jp/201504200901308880/

２０日の北海道は福島の風下／放射性の蒸気を

吸い込み続けて体に取り込まれたらどうなる

のか。

2015年4月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
おはようございます。０８：１３。

バイト４連勤の最終日は中番。

夕方の降水確率９０％なので、まだ降ってませんが、バス通勤の予定…

昨夜のお休み音楽はエンヤで、

今朝のお早う音楽はジンナイで、

ＰＣ一曲目は、「なんかわけわからん世界だ」という気分で…

なんとなく、これにしました…、が。
https://www.youtube.com/watch?v=u64Cib_jZco
David Bowie - Ricochet 

ん？（＾＾；）？

３０年くらい前に聴いてたのと、編曲が全然違う…？

まぁいっかぁ…★
https://www.youtube.com/watch?v=IJLkjjtUb10
David Bowie - Loving The Alien

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 

http://85358.diarynote.jp/201504200901308880/
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【拡散】放射能の脳への障害　その部分の脳の機能低下が持続し、時刻感覚の喪失や

食欲の増進、 不安感の欠如、短期記憶の長期化の阻害、などの症状が起きたと考えら
れます。　http://amba.to/zvTXMO

cmk2wl @cmk2wl 
· 5 時間 5 時間前 
水蒸気のカタチでトリチウムが人体に入ると 99% 吸収する。
目をさまして、現実的な対応をしないと。

メルマガの読者は避難しているか、避難を始めてる。

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
国産の海藻なんて食うのは自殺行為だろ。　http://bit.ly/1dixhRb

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
ふくいちライブカメラを見てるけど、よくない。

このまま放射性の蒸気を吸い込み続けて、体に取り込まれたらどうなるのか…。
DNAやタンパク質を構成していた物質が、崩壊によって突然違う物質に変化する。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
20日 東北、北海道方面はこれから東電福島原発の風下に。
一転して21日火曜日からは関東、西日本の太平洋岸に風が行く予報になりました。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/589825320859009024/photo/1

neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
2012/4/13 19:45頃
JNNの福島ライブカメラが４号機の辺りが青く光ってるのを映した。
しかし途中でライブカメラは中継を中断。この日19:16にM4.5の地震が福島を襲った。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/59327e2de665a158e32e53ce1d4ea7ff … 
https://twitter.com/neko_aii/status/589768185013936128/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 12 時間 12 時間前 

http://amba.to/zvTXMO
http://bit.ly/1dixhRb
https://twitter.com/cmk2wl/status/589825320859009024/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/59327e2de665a158e32e53ce1d4ea7ff
https://twitter.com/neko_aii/status/589768185013936128/photo/1


福島原発から、いま出てる水蒸気はDNAを破壊するトリチウムが多く含まれている
殆どの人は知らないトリチウムという除去不能な猛毒放射性物質が、水道水に混入し

ている事 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2 …
@neko_aii 

neko-aii @neko_aii 
· 12時間 12時間前 
野呂美加さん　

0.07-0.08 μSv/h という単位からチェルノブイリでは子供たちに影響が出た。
(心臓が痛くなるなど)子供たちが急に目が見えなくなり
6年後に廃村になった地域の数値　0.412 μSv/h。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dd14956e16de179e1e17f3932af0deda …

neko-aii @neko_aii 
· 12時間 12時間前 
2015/1/24
４.４５μSv/h 栃木県那須塩原市 那須野が原公園
https://www.youtube.com/watch?v=Cw90tydrvdk …

neko-aii @neko_aii 
· 12時間 12時間前 
2011/10/27
【放射線測定】栃木県 那須塩原市 12μSv/h
https://www.youtube.com/watch?v=e7FJqgIqymw …
福島第一原発より70km
栃木県那須の一般家庭で放射線量を計測。　

雨樋下の放射線量は12μSv/h
年間被ばく量換算で100ミリシーベルトを超える

あったこれだ、１９８３年版！

https://www.youtube.com/watch?v=olY9BaSz6kA
DAVID BOWIE. Ricochet. 1983
（すごいたくさん「バージョン違い」があるなぁ…ｗ）

amaちゃんだ @tokaiamada 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2
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https://www.youtube.com/watch?v=olY9BaSz6kA


· 2時間 2時間前 
もうすぐキルショットと呼ばれる大陽風がやってくる

Ｘ５０を超える巨大フレア活動が起きれば、世界の発電所・変電所が爆発し数年間、

使い物にならなくなる

このとき多くの原発が電源を失い一斉にチャイナシンドロームを起こす

これが地球生命の終わりになる

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
次の磁気嵐は4月21日に到達か…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
日本海でマグニチュード4.8の地震で、太平洋側が揺れる「異常震域」の地震発生時の
動画。地震発生から、約1分後に宮城県が揺れ出します。
（NIED 動画：http://atsites.jp/eqdata/animation/20150419081434a.gif …）
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
異常震域の地震

今日の8時14分に日本海の北陸沖で発生したマグニチュード4.8の地震。　幸い、震源
の深さが359kmと深いため、日本海側では揺れなかったが、反対側の「千葉から宮
城県」にかけてを揺らすような異常震域の深発地震。

https://www.youtube.com/watch?v=ZYbwdWbl2z0
David Bowie - Life On Mars (HD music video) 

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro 
· 5 分 5 分前 
特殊公務災害:震災から１５００日　やりきれない補償格差
http://mainichi.jp/select/news/20150419k0000m040089000c.html …
非正規職員であるため「特殊公務災害」の認定を受けられず

死亡時の遺族補償金に最大１．５倍の格差が生じている

amaちゃんだ @tokaiamada 

http://atsites.jp/eqdata/animation/20150419081434a.gif
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· 2時間 2時間前 
キエフ政権が情報統制を強化する中、米国／ネオナチに批判的な政治家やジャーナリ

ストが連続死 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201504190000/ …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
安倍首相の花見会に太田光が！ ももクロも春クリも…みんなあっち側にいってしまっ
た

http://lite-ra.com/2015/04/post-1040.html …

Lightworker @Lightworker19 
· 3 時間 3 時間前 
【拡散】数年前、Yahoo! 知恵袋でカテゴリーマスターやっていたとき、精神科で処方
される向精神薬の自殺祈願などの危険性を回答したら、次の日には、カテゴリーマ

スターだったにも関わらずYahoo! を退会処分になっていました。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
復興したのは東京だった - 被災地を置き去りにした4年間の土建バブル
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=303195 …

amaちゃんださんがリツイート 
wroji （武力で平和は守れない！） @wroji 
· 8時間 8時間前 
原子力の仏アレバ、物凄い赤字。その理由は福島原発事故によって、日本が燃料を消

費していない事。そして世界の原発の安全基準が高くなり核燃料発電は、お金がかか

りすぎる事にある。ドイツなどの自然エネルギー（燃料代は只）の方が時間が経てば

経つほど、安くなり仏は競争に負け出しているという。

neko-aii @neko_aii 
· 12時間 12時間前 
2011年3月14日3号炉爆発はボーン・ボーンという激しい爆発音を伴い
数百ｍ上空まできのこ雲が噴きあがった。

このおぞましい情景は海外では動画付で詳細に伝えられた。

チェルノブイリに匹敵する大惨事を外国人が先に、より正確に知った。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f90b0f6cb67c332b807b17ee37d4bd92 …
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https://www.youtube.com/watch?v=m3BdOwf2nUg
David Bowie - Let’s Dance (Full Album) 1983 

すごい被曝風が吹き荒れ始めました…

すでに、頭痛がします…（＞＜；）
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月20日9:42
爆風スランプ「スパる」を延々リピートしながら出勤支度して駆け出したら、間違えて違う路線

のバスに飛び乗ってしまった！(ΘoΘ;)！…という悲喜劇。

(-"-;)

…今日は間違いなく、厄日です…(∋_∈)
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（４月20日）　バイトはプチ厄日でした。そしてきっとリータスキーターが情報改竄
して客が脳ベクレでトラブってるのまで私のせいにしやがるから、次は契約ナシか減俸
とかかしら…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201504201017447786/

札幌０.０３３μ。

2015年4月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
（前項参照）

カミサマはコレを撮らせたかったらしい…(^_^;)

強い南風が入ると危ガスで頭痛がしますが、

北風に戻ったので

寒いけど線量低めで爽快、安心です。(≧ω≦)b
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月20日14:50
雨が降りだして、札幌の線量は

０.０４８μまで上がりました。

(∋_∈)

北海道と青森で同時スパイク。

(-_-#)

フクイチ露天臨界 核融合 熱泉の煙トレイル強制冷却のトバッチリで、全国的に天気も線量も大
荒れ。

関係あるのか無いのか、台湾で大地震…。ヽ（・＿・；）ノ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月20日15:09
台湾は当初発表Ｍ６.８。
（；‾Д‾）

…それを報道も心配もせず、
自国領の震度だけ報じる日本のメディアのほうが怖いわ…
…(-"-#)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月20日20:34
札幌０.０５５μまで上昇。

福井と山口、０.１μ超え。

島根原発で？スパイク。

香川の線量グラフ切断。

(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月20日20:42
バイトはプチ厄日でした。

そしてきっとリータスキーターが情報改竄して客が脳ベクレでトラブってるのまで私のせいにし

やがるから、次は契約ナシか減俸とかかしら…ｗ
(-_-#)

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月20日22:06
ダメです。(∋_∈)
今日は色々重なって胃が痛く、「早く死にたい」がブリ返してしまいました…(∋_∈)

とりあえずご飯はドカ食いした（そして被曝量が想定外にムダに増えてしまった(-_-#)！）

ので寝ます！

(ToT)
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http://85358.diarynote.jp/
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（４月21日）　今日は休み。貧乏自炊手抜きメシが一番美味くて栄養バランスも良い
という幸福。

http://85358.diarynote.jp/201504210831106670/

泊原発が爆発してないか？（〜〜＃）？

2015年4月21日 日常 コメント (1)
 
 
おはようございます。

ワヤかな08時25分。
今日は休み。

札幌の線量０.０４３μ。

(∋_∈)
もうちょっと下がってくれると心身ともに安定するんですがね…。

予定はフテ寝と

西の部屋の不要品整理と、

…掃除？(^_^;)

ゴミ出ししたらご飯食べてまだ寝ますｗ

音楽はET-KING。
いいなNANIWA！(^-^)g

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日9:05
けっきょく貧乏自炊手抜きメシが一番安くて美味くて線量低くて栄養バランスも良いという。

幸o(^-^)o福。

http://85358.diarynote.jp/201504210831106670/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
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爽快な北風が入って来ました。

寒いけど、清涼！o(^-^)o
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（４月21日）　昨日のアホ過ぎる迷惑「客」ども対応で虚しく疲れ果て…／「すき家
はここまで酷いのか」っていうけど、もう3年も酷い酷いって言われてて、安価にメシ
を提供できてる理由が奴隷労働だってことわかっ

http://85358.diarynote.jp/201504211448325437/

京の着ベクレ大阪の喰いベクレ…され
どNANIWAは歌で持つ！
2015年4月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

あらためまして、

おそようございますというか、

こんにちはでございます。

１４：１７．（＾＾；）

やはり昨日の降水ベクレ吸気被曝よりも、

一昨日の中性子線全身被曝のほうが、

心身に重篤な負担になっていたらしく、

どうしても起きられなくて、

自炊の朝ごはん（雑炊スープパスタ）食べて

その後またすぐにおなかが減って、

http://85358.diarynote.jp/201504211448325437/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504211448325437/
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カップカレー蕎麦食って、

（＾＾；）

ずっと音楽聴きながら半睡状態で、

ようやく自己免疫系さんが、

「被曝性ミスコピー（ガン化）細胞の撤収作業完了！」と、

覚醒許可をくれたのが１３時過ぎでしたよと…

（＾＾；）

まだ全身が重くて、特に腎臓のまわりが、痛い寸前までの怠さです…

（ＴへＴ；）

（泊原発が事故ってないか、一昨日？）

（＝＝＃）

まぁとにかく。

頑張って起きよう！と聴いていたET-KINGの「NANIWA」も「大阪にどつかれて」も、例によっ
て「悠宙舞に無いッ！」（－－＃）ので…

代理。（＾＾）

https://www.youtube.com/watch?v=9R0tpBAdwF8&index=3&list=PL457AF524163D55B9
ＥＴ－ＫＩＮＧ - 今

あのね。昨日のアホ過ぎる大阪の迷惑「客」ども電話対応で虚しく疲れ果てたせいでね…

ほんと、「大阪ゴモラは滅びてよし！」とか、思ってたんだけどね…

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

ごめん。心を入れ替えるわ★

少なくとも、大阪人でも、リスペクトに値するひとが、

https://www.youtube.com/watch?v=9R0tpBAdwF8&index=3&list=PL457AF524163D55B9


７人も！

いるわけよね…☆（＾＾；）☆

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE
河内家菊水丸　happy
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:03
cmk2wl @cmk2wl 
· 20時間 20時間前 
原爆症：原子爆弾（原爆）による被災によって生じた健康障害の略称。原子爆弾症・原子爆弾傷

とも表記する。多くの場合、体にだるさを感じた後、目が見えなくなったり、節々に痛みを感じ

たりしたのち死亡した。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:08
cmk2wlさんがリツイート  
みぃ @mirei_tono_ 
· 4月19日 
@cmk2wl 毎日毎日眠いです。疲れが抜けません。考えがまとまらずボーッとします。たまに右手
に力が入らなくなります。時々心臓が痛みます。

それでも気のせい、疲れてるだけだと周りは言います。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:31
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War Is Overさんがリツイート  
菅野完 @noiehoie 
· 4月19日
 
そうなんよ。みんな無関心なのよ。

「すき家はここまで酷いのか」っていうけど、もう3年も酷い酷いって言われてて、安価にメシを
提供できてる理由が奴隷労働だってことみんなわかってんのに、すき家行ってメシを食うわけ

でしょ？

なんぼ嘆き哀しもうが悲憤を表明しようが、加担してんじゃん。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日17:26

junko @junko_in_sappro 
· 7時間 7時間前 
寝坊してしまった・・・なんだろう、最近、眠くて、眠くて仕方ない

気圧の所為?だいぶ暖かくなったからかな?

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


（４月21日）　扉の前に六人の自衛隊員がぼうぜんと立っていた／「原発が爆発する
から、百キロ以上離れて」／「ガンになる前にセシウムが心筋梗塞を引き起こすんで
すよ」。

http://85358.diarynote.jp/201504211650282034/

「ガンになる前にセシウムが心筋梗塞を引き起こすんですよ」

。…sayonara subete no sekai ...

2015年4月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

（承前）ところで今日の午後２時前？ぐらい？

（ちょうど私が「なんとか起きだした」時間？）

各地で一斉に、「線量グラフ」欠測…

してる。ね…（＝＝＃）…
https://www.youtube.com/watch?v=RK9XC6pqR1w
•Time Machine• *02* [キマジメ少女のアカルイ未来計画] 

戸谷真理子さんがリツイート 
Miko @65MikoBOT 
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· 21分 21分前 
事故から５か月後、市発表の放射線量は0.12μｓｖ/hでした。私が役所からガイガーを
借りて測ると、0.24〜　22.14μｓｖ/h。また、有志で土壌検査や剪定した木の測定をす
ると、２万ｂｑ/kgありました行政は私たちを守らないと主人と放射能の測定結果を見
てそう感じました

Lightworker @Lightworker19 
· 38分 38分前 
林修氏が死去　胸部大動脈解離のため、病院で死去、５１歳。　http://bit.ly/1sOADf3

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
いよいよ、本人も不本意ながら放射能被曝という事実を受け入れざるを得なくなり、

色々と捨てて西日本へ・・・。 福島に残って仕事や家、お金を選択して、健康を失い
ました。 http://bit.ly/1bbyO30

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
「トリチウム水やトリチウム水蒸気を、呼吸、飲食、皮膚の接触などにより、からだ

の中に取り込むと、体中の水と混じりあい、体内で一様に分布するようになる。一様

分布までの時間は、23時間である。」 京都大学名誉教授 齋藤真弘

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
小出裕章

「水道水はトリチウムに汚染されてる可能性が高い。でも検査をしていない。原発か

ら海に流れ出たトリチウムは、雨になって戻ってくる。」

War Is Overさんがリツイート 
Ｆｕｋａ－ｋｕ @FoxTwoThree 
· 16時間 16時間前 
ＣＮＮもＡＢＣも言ってる。再臨界！小さなきのこ雲？が浮かんで直ぐ消えてる。原

爆爆発した時きのこ雲見らるがプルト239がイオン化した時このような映像見られると
の説。つまり臨界を意味する

http://www.facebook.com/mikako.takatsu.7/posts/10204950482976075?pnref=story …

War Is Overさんがリツイート 

http://bit.ly/1sOADf3
http://bit.ly/1bbyO30
http://www.facebook.com/mikako.takatsu.7/posts/10204950482976075?pnref=story


About cat welfare 猫 @life_watt 
· 16時間 16時間前 
cmk2wl 
@cmk2wl 5 時間 
ふくいちライブカメラで、3号機が見えない。それほどに水蒸気が出ている。これほど
の水蒸気は初めて。カメラの水滴もすごい。

War Is Overさんがリツイート 
浜急ワークスプリング @Hamakyu_205 
· 17時間 17時間前 
根岸線ホームの駅員が「下り電車では鶴見駅で急病人救護ならびに王子駅でホーム上

安全確認を行いました影響、上り電車では新杉田駅でホーム上安全確認を行いました

影響…」と忙しそうに案内してる

amaちゃんださんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl 
· 20時間 20時間前 
宮城、山形方面に風が流れてる。

トリチウムだとして、ほんの数滴で120億Bq。東電福島原発の敷地内を飽和状態にする
ほどの量は、いったい何Bq？
それが流れてきて、呼吸で 99%吸収したら？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/590108431219961858/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 4月19日 
福島原発から、いま出てる水蒸気はDNAを破壊するトリチウムが多く含まれている
　殆どの人は知らないトリチウムという除去不能な猛毒放射性物質が、水道水に混入

している事 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2 … @neko_aii 
https://twitter.com/k2cyan/status/589760433248075776/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Sk4JafICJL8
【４男合唱】キマジメ少女のアカルイ未来計画【VocaFX Round 2】

https://twitter.com/cmk2wl/status/590108431219961858/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2
https://twitter.com/k2cyan/status/589760433248075776/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Sk4JafICJL8


War Is Over @kenshimada 
· 12 分 12 分前 
公共放送NHKは運動不足が1.2倍の確率でガンを引き起こす説を展開。
https://twitter.com/onodekita/status/391449813973078016/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
saki décembre @saki_ROSASOLIS 
· 6時間 6時間前 
脳、あるいは神経が狙われていると思わざるを得ない。ネオニコ系農薬といい、携帯

、スマホ、子宮頸癌ワクチンも脳がやられると研究者は言っていた。体を司る指揮系

統がやられあのような不随意運動を起こすのだ。

これは100%ではないとしても意図的だな。

OMP(さらば暴政) @ompfarm 
· 9時間 9時間前 
脱原発のために、「プルトニウムを燃やすしかない。もんじゅを再稼働させるしか

ない」とのたまう武田鉄矢。「金八先生」は現私利欲ムラが作り上げたキャラだった

わけだ。そう言えば金八族で国会議員になって、子宮頸がんワクチンの広報屋をやり

、八紘一宇を語ったのは三原じゅん子だったね。

neko-aii @neko_aii 
· 17時間 17時間前 
【福島原発事故　その時私は】

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/662a9e4e77a218c9ea819b08ae98b1ea …
福島第二原発１、２号機共用の中央制御室で

中性子の量を測る計器の調整作業をしていた。

燃料を補給する移送ポンプが水に漬かり

冷却用の海水を取る配管の継ぎ目から水が噴き出ていた。

その時は危ないと思った。

neko-aii @neko_aii 
· 17時間 17時間前 
【福島原発事故　その時私は】

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ed2216801d71fd7dacbd4666b2238a76 …
◆防護服の自衛隊「原発爆発する」

驚いたのは、１４日のことです。

夜１０時頃、防護服を着た自衛隊員が小走りで庁舎に入ってきて

https://twitter.com/onodekita/status/391449813973078016/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/662a9e4e77a218c9ea819b08ae98b1ea
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ed2216801d71fd7dacbd4666b2238a76


「原発が爆発するから、百キロ以上離れて」って大声で説明しはじめたんです。

neko-aii @neko_aii 
· 17時間 17時間前 
【福島原発事故　その時私は】

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/366b3fed1c8f8be257933e12e73d9934 …
閉め切った玄関ガラス扉の前に

六人の自衛隊員がぼうぜんと立っていた

１人は血が。隊員は３号機の爆発に巻込まれ

線量計近づけると毎時１ｍSV
切捨てた服の線量計が次々に鳴った

警報の設定値は２０ｍSV

大魔神 @jcg11006 
· 18時間 18時間前 
@tokaiamada 
アマさんこれ見て下さい。フランスＦＲ３放送「フクシマ・地球規模の汚染へ」 
https://www.youtube.com/watch?v=6JdXl7Ol5_U …

War Is Overさんがリツイート 
ゆめ☆ @yumechan2010 
· 18時間 18時間前 
後ろのポスターの素晴らしい景色の場所は放射能数値高いよね。それも知らせず観光

に呼ぶのは詐欺みたいだ。知事も知らないかも。自分から調べないと何もかもが原発

事故前の安全なまま。県のこういう姿勢が余計に福島を危険な状態にしてる。 
https://twitter.com/yumechan2010/status/590143318060728322/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
nanaking @nanaking5 
· 4月20日 
どこで覚えたのか「放射能と言っても、私は年をとっているからね。ガンになるには

時間がかかる。その前に寿命が来るの。」と母は昨日の近所の人に言ったが、その人

が「いえ、ガンになる前にセシウムが心筋梗塞を引き起こすんですよ」と指摘してく

れて母は黙った。

戸谷真理子さんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/366b3fed1c8f8be257933e12e73d9934
https://www.youtube.com/watch?v=6JdXl7Ol5_U
https://twitter.com/yumechan2010/status/590143318060728322/photo/1


· 1月7日 
栃木も宮城も東京も汚染が非常に厳しいところがあるのにメディアも行政も隠して伝

えなかった。11年3月、横須賀米軍が15マイクロシーベルト観測したことも渋谷が100
倍の線量になったことも細野大臣らは隠した ・・・横須賀で15μSv/h
　http://bit.ly/112sCYP

https://www.youtube.com/watch?v=CQThRJ042Pg
明るい未来 

https://www.youtube.com/watch?v=UiynwooyIe8
「原子力明るい未来のエネルギー」の看板の裏面 

https://www.youtube.com/watch?v=nbP8w3fjX3k
怒りのグルーブ

War Is Overさんがリツイート 
watanabe @penewax 
· 7月30日 
隆太「あんちゃん　なんで戦争反対と原爆反対を言うたら日本の警察がつかまえる

んじゃ　おかしいのう」 ゲン「アメリカが日本を思うようにあやつるためアメリカに
反対する日本人がふえたらこまるんじゃ」はだしのゲン /中沢啓治 
https://twitter.com/penewax/status/494313503507767298/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=pD9A_g3ngOU
怒りのグルーヴ震災編〜東北・関東Ver 

War Is Overさんがリツイート 
城山キーウィ @ShiroPineapple 
· 16時間 16時間前 
本当に日本人は除草剤に抵抗感がない。先日おばちゃんたちの会話が。なかの一人

が「うちは有機、無農薬でお米作ってるのよ。有機肥料はたくさん必要で大変なんだ

けどね。」ほ〜いいな〜。するとお仲間が「でも草取りなんか大変でしょ〜ぅ。」「

あら草取りは除草剤よ。」（＞＿＜）有機農業なんでしょ！

http://bit.ly/112sCYP
https://www.youtube.com/watch?v=CQThRJ042Pg
https://www.youtube.com/watch?v=UiynwooyIe8
https://www.youtube.com/watch?v=nbP8w3fjX3k
https://twitter.com/penewax/status/494313503507767298/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=pD9A_g3ngOU


https://www.youtube.com/watch?v=M8mC5qU0UzY
明るい未来を / ザ・コレクターズ 

https://www.youtube.com/watch?v=_A-G2bDyjGY
THE BACK HORN - 未来 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月21日16:56
あ、またしっぽが消えた…★
（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=M8mC5qU0UzY
https://www.youtube.com/watch?v=_A-G2bDyjGY
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月21日）　罵詈雑言や中傷。よく我慢してると思う。

http://85358.diarynote.jp/201504211655416101/

「核実験場」／食べ物を１年間必死に気を付け

た分が、吸気１日で相殺される。

2015年4月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=eP6wc40GZho
【Off Vocal】キマジメ少女のアカルイ未来計画【每期休闲播放】

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 16時間 16時間前 
国土地理院「最新の地殻変動情報」

プレートの影響で、あっち、こっちに、引っ張られて動いてる日本列島。こういう、

国民が知るべき情報も、ネットだけで「非常にわかりにくいページ」で情報を出し

てる。

http://www.gsi.go.jp/index.html 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/590169427196284928/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 

http://85358.diarynote.jp/201504211655416101/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150421/85358_201504211655416101_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150421/85358_201504211655416101_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150421/85358_201504211655416101_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=eP6wc40GZho
http://www.gsi.go.jp/index.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/590169427196284928/photo/1


· 16時間 16時間前 
プレート

地球には、これだけのプレートがあり、太古の昔から地震を起こしながら、今の「

地形」が出来た。つまり移動してる。日本を見たらわかるけど「４枚のプレート」が

ある地震大国。『原発やめますか？　それとも、また原発事故で被曝しますか？』

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/590161654597357568/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 17時間 17時間前 
まぁ注意した方が良いですね

放射能汚染だけじゃない。地震は今に始まったことではないけど変だよね。300kmを
超える震源の地震が異常な回数で起こる日があったりしても（震度１以下）だから気

象庁が発表しない「震度だけを国民へ伝える地震履歴」は止めた方が良い。震度を重

視してるのは日本だけ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 17時間 17時間前 
例えば、数日前に、愛知付近で『深部低周波地震』が、438回とか異常な回数を記録し
てるけど、これもネットで公的機関が公開し、「ただ公表してるだけ」これが役所的

仕事。今日も愛知で地震（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150420010406395-
200100.html …）　こないだは愛知の公園の地面が陥没してますよね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
この台風のような天候。

これって、日本も含め、こないだから世界的に続いてる「地磁気の乱れ」による影響

もあって、異常な気象状態になってるんだろうね。変だよね。明らかに。

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 20時間 20時間前 
名無し：04/20 21:02 ID:-
琉球トラフ

本震Ｍ８クラスに注意ｗ 
4月20日 20時45分ごろ与那国島近海 5.9 3
4月20日 10時49分ごろ与那国島近海 5.2 1
4月20日 10時42分ごろ与那国島近海 6.8

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/590161654597357568/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150420010406395-200100.html


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4月20日 
10時43分のM6.8の地震は
フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境付近。　過去にもM7.0クラスの巨大
地震が起こってる震源。フィリピン海プレートは「南海トラフ〜静岡の沖」まで、ユ

ーラシアプレートは富山県までが乗るプレート。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/589996287551897600/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=lKgDfc0BqEM
嘉門達夫 怒りのグルーヴ〜震災編〜 

junko さんがリツイート 
北海道∞カズ @kazu8hokkaido 
· 6時間 6時間前 
下手すりゃ…食べ物を１年間必死に気を付けた分が、吸気１日で相殺される。

junko @junko_in_sappro 
· 7時間 7時間前 
『フクイチ大量噴出！〜２１日午後から

東京〜名古屋〜大阪を直撃〜かつて無かった様な事態が進行中！』

⇒ http://amba.to/1cSbXT4 
昨日、フクイチからの風は、

東京〜名古屋〜大阪を直撃しているようです

junko さんがリツイート 
星原コーイチ（うっすら高血圧） @Albert_kokinji 
· 8時間 8時間前 
嫌な予感が当たってしまった。「人はいつ死ぬか分からん。好きな事をやる」と、音

楽的刺激を受けに数か月前に東京に出た九州の友人の音楽家。仕事中に倒れ、吐血を

繰り返し、撤退したとのメッセージが来た。体壊したらなんもできなくなるんだから

、とにかくじっくり治して欲しい。

junko さんがリツイート 
STB 4月29日に安倍がCSISと会合 @RC_StB 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/589996287551897600/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=lKgDfc0BqEM
http://amba.to/1cSbXT4


· 17時間 17時間前 
留意というか、一号基も再臨界が起きている証左だろうな、まず そんな落ち着いてい
られる状態ではない 関東一帯などは2025年くらいまでに七桁の大台に乗る被曝障害発
症者や死者が出るのだろう

junko さんがリツイート 
STB 4月29日に安倍がCSISと会合 @RC_StB 
· 23時間 23時間前 
繰り返すが、今日の雨は死の雨だ 日本全国、どこにいても雨に当たるな 本当に命に直
結する トリチウムを体内に取り込んだら、細胞に結合して致命的な結果になる 飲んで
もいけないが、吸気(水蒸気ガス)、経皮も気を付けなくてはならず、鼻や目の粘膜にも
当ててはいけない

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 4月19日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 熱血コブラ先生
名無し：2015/04/19(日) 12:26 ID:XXXXXXXX
Osaka
また元会社の50代女性上司が会議中に脳出血で亡くなった。大阪でも急逝を聞くこと
が確実に多くなってる。誰も何も疑わんのもこれまた慣れた。

https://www.youtube.com/watch?v=wKl6umkwKfU
Future - F*ck Up Some Commas 

junko @junko_in_sappro 
· 7時間 7時間前 
グーグルマップ、一時改ざんされる　皇居に「オウム支部」

警視庁は「サティアン」に

http://www.huffingtonpost.jp/2015/04/20/google-map_n_7104492.html?
utm_hp_ref=japan …
広島市の原爆ドームは「核実験場」などと表示される 
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/590328024999931905/photo/1

「ザブトン一枚！」…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=wKl6umkwKfU
http://www.huffingtonpost.jp/2015/04/20/google-map_n_7104492.html?utm_hp_ref=japan
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/590328024999931905/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=UXaNQYwJVVY
嘉門達夫　怒りのグルーヴ〜童謡編〜 

https://www.youtube.com/watch?v=ozneBILgWnU
明るい未来 "Bright tomorrow"Ayu original piano 

https://www.youtube.com/watch?v=zIrhcTkHX_A
Future - Turn On The Lights 

junko さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel 
· 23時間 23時間前 
ツイッターの投稿文をガラケーのメールで読めなくなったので、仕方なくＡＰＩ経由

で文字整形して定期的にガラケーに飛ばしているが、そうするとフォローしてる人が

受けるメンションも見える。ものすごい罵詈雑言や中傷、意味不明な言葉が並ぶ。見

てるだけで寒気がする程。よく我慢してると思う。

https://www.youtube.com/watch?v=taJrS8SzcXU
Future - Forever Eva [Official Video] 

https://www.youtube.com/watch?v=MBxg2ALNiPE
supercell - Today Is A Beautiful Day - 11 - 夜が明けるよ

https://www.youtube.com/watch?v=UXaNQYwJVVY
https://www.youtube.com/watch?v=ozneBILgWnU
https://www.youtube.com/watch?v=zIrhcTkHX_A
https://www.youtube.com/watch?v=taJrS8SzcXU
https://www.youtube.com/watch?v=MBxg2ALNiPE


（４月22日）　新学期が始まり早速計測。「身長が縮んだ」という声が複数。

http://85358.diarynote.jp/201504221122415191/

ダダ漏れ福一／トウキョウ湿度９０％／トリチ

ウム水蒸気を大量に吸ってしまったね。

2015年4月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

おそようございます。

１１：０３です。

今日も休み。

８時過ぎには起きだして、のそのそと家事だけやっておりました…

昨日も貼ったこの曲ですが、好きなんでもう一回…
https://www.youtube.com/watch?v=TJskWnl17OM
Hijo de la Luna...Vanessa Mae 

予定は銭湯出撃と買い出しと…

忘れずにダイソーに寄って、

ａｕにも逝って来なくては…★

特務機関NERV @UN_NERV 
· 1時間 1時間前 
【川内原発 再稼働差し止め認めない決定】（続き）
先週には福井地方裁判所が高浜原発3号機と4号機の再稼働を認めない仮処分の決定を
出していて、国の新しい基準の審査に合格した2か所の原発を巡って、裁判所の判断が
分かれました。

（2015年4月22日 10:06 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV 
· 1時間 1時間前 
【川内原発 再稼働差し止め認めない決定】
鹿児島県にある川内原子力発電所の1号機と2号機について、鹿児島地方裁判所は再稼

http://85358.diarynote.jp/201504221122415191/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504221122415191/
https://www.youtube.com/watch?v=TJskWnl17OM


働に反対する住民が行った仮処分の申し立てを退ける決定を出しました。

このままいたら、あと５年以内には、「原発とニホン酷性腐に殺される」なりゆきでしょう…

殺されて死ぬのは悔しいので、できれば避けたいですが、もはや、生きる気力も生き残る脳力も

残部僅少です…

…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=L9MKJKHoLP8&index=5&list=RDt4NuEyrwBCk
雲よりも遠く

cmk2wl @cmk2wl 
· 3 時間 3 時間前 
Twもしているけど、21日のライブカメラで見る福島原発は異常だった。ものすごい水
蒸気を出していた。

こうやってどこかに痕跡が残っている。

あなたの体にも残しているはず。

タイムリミットは近い。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
2000年まで遡って各年の 4月21日の一時間毎の湿度を見たけど、99%なんて湿度は
ない。

21日、トリチウム水蒸気を大量に吸ってしまったね。
90%台の湿度が何時間も続くなんて…。風もあったのに…。
こうやってジワジワと逃げ遅れる。

鳴り物入りで放射能は来ない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
1981〜2010年。
東京の 4月の湿度の平均は 
62%

https://www.youtube.com/watch?v=L9MKJKHoLP8&index=5&list=RDt4NuEyrwBCk


cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
2015年04月21日　東京(トウキョウ)
湿度 99%　
え？？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/590564492062367744/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro 
· 4時間 4時間前 
東電福島第一原発　排水路のポンプが全停止

また放射能汚染排水が外洋流出

http://financegreenwatch.org/jp/?p=51216 
東電、流出が止まっているか否かも未発表の状況

上からも下からも、土中の中からもダダ漏れ福一

何もやらせない政府

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月22日11:28
neko-aii @neko_aii 
· 15時間 15時間前 
高被爆した子供は、特に乳児と幼児が敏感で

放射性ヨウ素の影響で癌が発生

ベラルーシの子供たちの悪性癌は

早期に他の組織に移転する

１つの甲状腺の腫瘍結節が直径10mmに成長する
４３％はリンパ線に、３％は他の臓器に転移する

(チエルノブイル後の放射線影響による健康被害)より

https://twitter.com/cmk2wl/status/590564492062367744/photo/1
http://financegreenwatch.org/jp/?p=51216
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月22日11:32
Ⓜペッコ @pecko178 
· 12時間 12時間前 
水蒸気爆発をただの水蒸気が出てるだけじゃないの？と思ってたら大間違いだよ。

簡単に言えば溶け落ちた核燃料が地下水とぶつかり発生するものだから、ただの水蒸気ではなく

、とても高濃度の放射性物質が含まれているよ。それが水蒸気になって風に乗り雨になり降って

くる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月22日11:33
War Is Overさんがリツイート  
mutant(脱原発に1票) @Yousay124A 
· 4月9日 
#発育不全？#身体測定
新学期が始まり早速計測。「身長が縮んだ」という声が複数。計る教師によるという説も聞くが

、今年はアチコチで聞かれる。ひょっとして「ホ」？

「幼年時に被ばくすると成長に影響が出る」

#放射線影響研究所1993論文

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月22日11:34
War Is Over @kenshimada 
· 3 時間 3 時間前 
海上保安庁によるストロンチウム90の調査。文部科学省の予測ではセシウム134,137のおよ
そ1/1000とされてきたが、実際は17%〜62%のセシウム比で検出している。
https://twitter.com/olivenews/status/401513635991670784/photo/1

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


（４月22日）　認知症の増加率が、もっとも高いのではないか。／脳ベクレ患者接客
バイトが苦痛なのは、私だけじゃないのね。

http://85358.diarynote.jp/201504230828245230/

【欠如部分修復版】脳が破壊されたのか／ほぼ

全員に起きる中枢神経障害。

2015年4月22日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=5L70jmD0jvQ&list=RDt4NuEyrwBCk&index=6
恋

…とは別件ね。というか、（＾＾；）
予知？当たらなくても、よかったのに…★
（－－＃）

http://76519.diarynote.jp/200609141012470000/

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
チャオスキー場建設で、日本で最も貴重な御嶽山原生林を皆伐させたJR東海事業を一
切批判できなかった中日新聞社は、原発についても偉そうに批判する資格などない

安倍晋三一派、JR東海、葛西敬之の脅しと圧力に負けたのだ

http://85358.diarynote.jp/201504230828245230/
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amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
リニア新幹線は、安倍晋三応援団の筆頭、JR東海、葛西敬之が極右、日本会議ととも
に推進している戦後最悪の自然破壊事業

葛西は、かつて御嶽の千古斧鉞の入らぬ日本指折りの貴重な御嶽山原生林

を皆伐してチャオスキー場を作ったが営業的に失敗し売却した

愚劣な優越妄想だけで突き進む極悪人 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
リニア新幹線の下劣な正体

http://www.asyura2.com/14/hasan92/msg/893.html …

amaちゃんださんがリツイート 
NORI.T @o_kaa 
· 24時間 24時間前 
リニア新幹線が603キロ 世界最高速度更新 - NHK http://bit.ly/1ElX3AE 

だから？

だから何だって言うの？

『世界一�』と威張るために
　　巨額の費用を投じている訳？

amaちゃんださんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo 
· 13時間 13時間前 
報ステ、リニア新幹線についてバラエティー番組さながらに「好意的」に取り上げ。

「スピード出し過ぎじゃないか、乗り心地は」だと。くだらない。リニア建設に伴う

、環境破壊、消費電力、電磁波問題…スピードに湧く「無知な国民」に問題提起をす
るのが、報道番組の役割…では、もうなくなったわけか。

amaちゃんださんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo 
· 3時間 3時間前 
リニア新幹線、その発想自体がもはや「時代遅れ」だ。大量のエネルギー消費して、

大規模工事で自然破壊。これだけインターネットが普及した現在、これだけのモノ

http://www.asyura2.com/14/hasan92/msg/893.html
http://bit.ly/1ElX3AE


を作ってまで、人がわざわざ移動する必要はない。まさに「昭和の発想」。「世界に

向けて」とか言ってるが、本気で欲しがる国などあるのか。

neko-aii @neko_aii 
· 13時間 13時間前 
2012年04月06日
大飯原発:関連工事
福井県おおい町の時岡忍町長が役員の会社が大量受注

１０年までの６年間に計４億４８００万円受注

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/145cbe8cecb2b9e900ccd22848ee1405 …

neko-aii @neko_aii 
· 13時間 13時間前 
2012年2月7日
高浜原発が立地する福井県高浜町の

町議会副議長が社長を務める同町の金属加工会社「粟野鉄工所」が

１０年度までの５年間で関電発注の原発関連工事を７億円分受注

多額の原発関連工事を受注する議員が原発事業を推進する構図

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1f70a71d7fd4ea2a9dfb6e6f48c99323 …

neko-aii @neko_aii 
· 16時間 16時間前 
2012/04/05
福島市　社会福祉センター 24μ/h
https://www.youtube.com/watch?v=0Fwyof0QpC0&feature=youtu.be …

脳ベクレ患者接客バイトが苦痛なのは、私だけじゃないのね…
　…（－－；）…

neko-aii @neko_aii 
· 12 時間 12 時間前 
2012-09-07
脳が破壊されたのか＞東京から訪ねてきた友人、開口一番「ボケてしまった」

慰めても会話が成り立たない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/27d8d86c6a52195a8534f736e2681712 …
最近東京や関東地域で増えている酷い認知症は

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/145cbe8cecb2b9e900ccd22848ee1405
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1f70a71d7fd4ea2a9dfb6e6f48c99323
https://www.youtube.com/watch?v=0Fwyof0QpC0&feature=youtu.be
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/27d8d86c6a52195a8534f736e2681712


買い物が出来ない新たな形の買い物難民を生んでいると聞く

いや、大阪も福岡も福井も、顕著に酷いよ…★

War Is Overさんがリツイート 
正造 @etosha0824 
· 21時間 21時間前 
認知症の増加率が、もっとも高いのではないか、と某MRさん。
心疾患や高血圧は?と尋ねると、それはもともと多かったから、とのこと。
ほぼ全員に起きると云われてきた中枢神経障害。

五年目、私のカルテはまだ大丈夫だろうか、確認する毎日。

https://www.youtube.com/watch?v=kGH6YzSWWOg&list=RDt4NuEyrwBCk&index=8
君のためならできること

もうだめだろう（－－；）わたくしは、

現実放棄して、お風呂に浸かってきま〜す…★
 

https://www.youtube.com/watch?v=kGH6YzSWWOg&list=RDt4NuEyrwBCk&index=8


（４月23日）　バイト中番。逝ってきます…

http://85358.diarynote.jp/201504230905451054/

再臨界している？

2015年4月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
おそようめございます。

０８：３４。バイト中番。

心身ともに堅調。（被曝性？倦怠感は継続中）。

７時には起きだしていたのですが、お天気良いのと昨日サボり気味だったのとで、家事をごそご

そやっていたらこの時間に…
（＾＾；）

もうあまり時間がありません。

cmk2wl @cmk2wl 
· 13 時間 13 時間前 
石廊崎　2015年4月21日から22日　やはり湿度100%の時間が12時間続いていたのに、
今みたら ×印で欠測になってしまった。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?
prec_no=50&block_no=47666&year=2015&month=04&day=20&view=p1 …

 

cmk2wlさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 14時間 14時間前 
@cmk2wl 【放射能】　群馬県高崎で「ヨウ素131」と「テルル132」が観測されてい
るのだが、これは福島第一原発が再臨界しているということではないだろうか？

　（注：PDF）　http://www.cpdnp.jp/pdf/150410Takasaki_report_April10.pdf …

https://www.youtube.com/watch?v=egz86tJSLco
【兰陵王】兰雪MV尘缘若梦 

http://85358.diarynote.jp/201504230905451054/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=50&block_no=47666&year=2015&month=04&day=20&view=p1
http://www.cpdnp.jp/pdf/150410Takasaki_report_April10.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=egz86tJSLco


cmk2wlさんがリツイート 
摩 弓♡貰おう平和賞安倍退陣 @makyu009 
· 14時間 14時間前 
@cmk2wl 11年9月夏休み明けに児童公園に行き仰天。一面未殆ど緑のままで散った桜
の葉っぱに埋め尽くされていた。地震のみで放射能発生、手動のベント170回で爆発を
免れた東海第二から30㎞圏内。福一とのＷ被曝で1m2当たり４〜6万Bq
　未だ果実は1㎏あたり300Bq越え

ちなみに札幌は朝っぱらから１２℃もある異常気象です。

バイトに逝ってきます…

https://www.youtube.com/watch?v=t4NuEyrwBCk
片想い　奥華子

 
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 http://85358.diarynote.jp/201504230950574580/
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4月23日の日記
2015年4月23日 環境は、生命圏で、生存権。
ツクシとチューリップが全開。

o(^-^)o

今日はバイトで多少やなことがあっても、すべて赦すｗ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504231018447945/
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月23日20:52
 
バイトは大過なし。

被曝が悪化？と思ったら、

豊平川がすごい増水している。

(・_・;)
 

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150423/85358_201504230950574580_1.jpg
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（４月23日）　書くかどうかは明日の朝に考えますわ…☆

http://85358.diarynote.jp/201504232230473398/

【　社　害　秘　】

2015年4月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
　

本文を書くかどうかは明日の朝に考えますわ…☆

無関係参照。

amaちゃんださんがリツイート 
SHIMBO Yoshiaki @pat052 
· 6時間 6時間前 
盲腸の手術代が最低２００万円、虫歯の治療が1本あたり10万円。年収200万円以下の
サラリーマンは全体の１４．８％（２０１４年）TPPになると１４．８％が盲腸の手
術も受けられず死ぬ可能性もQT　@tokaiamada アメリカ側の判定により日本保険制度
が廃棄され超高額自由診療に変わ

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
3ヶ月前に勝手に凍結された　@tokaiama アカウントは68000のフォロワーがいました
今日明日にも、やっと4桁に復帰できそうです
フォロー感謝します

m(_ _)m

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月24日2:27
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なんでこんな時間に

目が覚めたんだ？

風？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月24日2:44
ちょっと待て、

この強風は半端ない。(‾○‾;)

夏に「５０年に一度」て大雨が降った時と同じレベル…？
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504240852572053/

水道水を飲んでる人って、ものすごいチャレ

ンジャーだ。

2015年4月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございます。

０８：１０．

バイトは中番。

札幌は超強風。（＠＠；）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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てなことで…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=rc3gsaKZHVQ
Runner -爆風スランプ-
（なんでゲーム画面なんだ…？ｗｗ）

これはフクイチじゃなくて、チリの噴火の影響（全地球的に大荒れ？）かなぁ…？
（－－；）

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
チリ火山噴火 高さ約20キロの噴煙と稲妻を観測（タイムラプス映像）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150423-00010003-storyfulv-s_ame …
どうも成層圏噴火になっているらしい

これは非常にヤバイ噴火で、火山性微粒子が地球全域を覆い寒冷化効果をもたらすこ

とになる

大矢@山岳気象予報士 @yasuoya0 · 8時間8時間前 
大矢@山岳気象予報士さんがリツイートしました 
WSI Energy Weather
チリのカルプコ火山の噴火、成層圏まで噴煙が達して、まるで積乱雲のかなとこ雲。

火山雷も観測されたようです。この影響で2017年まで火山の冬volcanic winterを引き起
こして、全世界で気温が低くなる可能性があるらしいです。 

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 14時間14時間前 
【チリの火山 新たに大規模噴火で避難続く】南米チリで、火山の大規模な噴火が起
きて、噴煙が上空およそ１万５０００メートルにまで達し、チリ政府は警戒レベルを

最高度に引き上げて、半径およそ２０キロ以内に住む住民に避難するよう呼びかけて

います。http://nhk.jp/N4Iu4DfI

風音というよりすでに「爆音」が凄すぎて安眠できず、強烈に寝不足です。

本日のバイト最大の難関は、「睡魔との激戦」になりそうです…
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=93ZN-In-zc8
月光　爆風スランプ 

特務機関NERV @UN_NERV 

https://www.youtube.com/watch?v=rc3gsaKZHVQ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150423-00010003-storyfulv-s_ame
http://nhk.jp/N4Iu4DfI
https://www.youtube.com/watch?v=93ZN-In-zc8


· 9時間 9時間前 
【緊急地震速報 最終報 2015年4月23日 23:33】23時31分頃、宗谷海峡を震源とする地
震がありました。震源の深さは約360km、地震の規模はM4.8、最大震度震源の深さ
が150km以上のため不明と推定されています。詳しい情報が入り次第お伝えします。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
画像は、気象庁が発表した「桜島の山体膨張」の状態。この膨張が収まった時が「危

険である」と、何度も気象庁が警告してる。他にも日本の火山が、かつてないほど活

発化してると公表してる。→（PDF
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/weekly_report/2015/2015w16/2015w16.pdf
…）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
時々、こういう人がいるけど

「九州の噴火だしさ、平気じゃね？」なんていう感じの人。　噴火で問題なのは「火山灰」の

被害。画像は火山灰の拡散予測。四国で５０センチ、北海道でも５センチ。九州の原発が稼働し

ていたら大変な事になるよね。確実に。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
青森のは変な地震。

青森は、震源の浅いピンポイントの震度４の地震。

（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150423221907395-232215.html …）　浦河沖は（マグニチュー
ド4.3：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150423212717395-232123.html …）の地震。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/591233927781560320/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
さっきの報道。

（480μSv/h）って。もし1年間いたら（4205
mSv/年間）になる。土壌汚染だと（約230,000,000 Bq/m2：ベクレル/平方メーター)か
な

「池袋の公園で毎時４８０マイクロシーベルトの放射線量検出

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/weekly_report/2015/2015w16/2015w16.pdf
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150423221907395-232215.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150423212717395-232123.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/591233927781560320/photo/1


：http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150423-00000594-san-soci …」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
まぁあれかな。

原発事故後、水道水を飲んでる人って、ものすごいチャレンジャーだと尊敬するよね

。すごいよね。だって、未だに極微量とはいえ、水道水からセシウム137が検出されて
ますと行政がネットで公表してるしね。まぁあれだね「微量なので直ちに影響はない

」からね。こんなんで良いのかな？

https://www.youtube.com/watch?v=fCtSt3LEzZI
大きな玉ねぎの下で　爆風スランプ 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
すごく、ややこしいんだけど

つまりこういうことです。「九州の水源で、九州の工場で製造されたミネラル水を買

っていたつもりだったのに、製品のラベル印字の微妙な違いに騙されて、実は（大阪

の水源の水で、大阪の工場で製造されていた水）が、同じ商品で販売されてる」とい

うことです。

https://www.youtube.com/watch?v=kyls_dKOJno
爆風スランプ 旅人よ 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 50分 50分前 
池袋の公園、近ければ飛んでゆくのだが

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150424-00000983-fnn-soci …
可能性のあるのは①ガンマ線透過撮影用、密封線源　Ra228 Ir192 Co60
②フクイチ周辺に散乱している核燃料爆発破片

もし後者なら持参した人間は被曝死するだろう

外部被曝ガンマ線でも危険

amaちゃんだ @tokaiamada 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150423-00000594-san-soci
https://www.youtube.com/watch?v=fCtSt3LEzZI
https://www.youtube.com/watch?v=kyls_dKOJno
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150424-00000983-fnn-soci


· 1時間 1時間前 
線源から１ｍで500μSv/hの点線源の場合　距離の二乗に反比例するので、通常の線量
計が0.2μSv/hにアラームを設定してあるとすれば
√(500/0.2) =50m 離れてでもアラームが鳴ることになる
ガンマ線外部被曝としても危険な数値というべきだろう

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
有名人の急死が激増　いよいよ放射能が牙を剥き始めたか

http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/274.html …
ビッグコミックに原発推進の弘兼が島耕作に「ずいぶん人が死ぬようになった」と言

わせていた

もちろん放射能フォールアウトとは無関係の印象操作を行っているが、もう読者を騙

しきれないぞ！

War Is Overさんがリツイート 
まっつん�5.3 ASOBINITE @mtkw_kzk 
· 23時間 23時間前 
通勤路によく倒れてる人いるけど大丈夫なのかい(^_^;

War Is Overさんがリツイート 
引戸 羅瀬郎（ひきと・らせろう） @hikitorasero 
· 9時間 9時間前 
帰宅。

会社からの帰り道、別々の場所で、流血して倒れてる人を３人見かけた。

War Is Overさんがリツイート 
和田秀子 @hideinu 
· 13時間 13時間前 
和田秀子さんがリツイートしました はなゆー
昨日測定した福島市の渡利大橋下の河川敷は、最大で21マイクロシーベルト毎時あり
ましたが…福島県民だけ特別なんでしょうか？？

https://www.youtube.com/watch?v=82lhoclLmVQ
爆風スランプ えらいこっちゃ 

Lightworker @Lightworker19 

http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/274.html
https://www.youtube.com/watch?v=82lhoclLmVQ


· 2時間 2時間前 
保険会社の幹部、死因や癌増加の驚愕データに恐怖して『どんどん退職』『東京や日

本から逃げ出してる』　http://bit.ly/1gAyTa0

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
【拡散】 福島県では、１２％も死亡率が上がった。－この１年－　http://bit.ly/16aBxgf

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
腎臓が両方ない奇形が個人産院で2例相次ぐなど、愛知県東尾張エリアから聞こえてき
た健康異常報告。http://bit.ly/12in12V

https://www.youtube.com/watch?v=rP6GFogzF1U
さよなら人類　たま

バイトはバス通勤にしましょう。

爆風で自転車ごとなぎ倒されちゃいそおだ…

（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=c1o_gmsZmSs
Bomb a head full version 

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月24日22:38
そして結局、元気に自転車でかっ跳んだ若”者はワタクシです…ｗｗｗ
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（４月24日）　（寝不足は「セシウム不眠？）貧血。激睡魔。激ネム超ヒマ。以外は
大禍ないけど…(-"-;)　隣が煙臭おやぢでウザ★(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201504241035239019/

ベクレた？(ToT)
2015年4月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

脳ベクレ？

ものすごく注意力散漫。

こぼす落とすナギ倒す等の

凡ミス大増発中。

ヽ（・＿・；）ノ

手指の感覚野と

視覚野が連携してない？

…危うく財布を紛失するところでした…(・ω・;)(;・ω・)

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
東北、北海道方面に東電福島原発からの風が流れてます。

高い湿度を感じた時は、屋内退避。エアコン、除湿機を。
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空気中にあるトリチウムは比較的容易に対処できます。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月24日12:47
貧血。激睡魔。

（寝不足は「セシウム不眠？）

雨ベクレ線量上昇中。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月24日14:45
札幌０.０４６μ。(-"-;)
激ネム超ヒマ。以外は大禍ないけど…(-"-;)

隣が煙臭おやぢでウザ★(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月24日20:12
まぁこのくらいの線量なら

ガマンしましょう…
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月24日21:19
無事帰投。

洗濯入浴。

読書睡眠。
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（４月25日）　バイトは中番。あと２５分！（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201504250855515487/

羅臼の謎の隆起。知床半島の沿岸、海底が謎の隆起、海面１０ｍ

超の高さに。

2015年4月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
あらためまして、おはようございます。

０８：３８。

りある札幌は晴天無風。

思わず洗濯物は外干し。（＾＾）

バイトは中番。あと２５分！（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=HIo9sy946HA
secret base 〜君がくれたもの〜SP　歌詞字幕付き
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（４月25日）　顧客情報も流出している？疑惑があるのが気になる…

http://85358.diarynote.jp/201504250904124450/

【社害秘】マニュアル…（－－；）…
2015年4月25日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
　

昨日寝不足で書くのを忘れていたけど、よく考えたら、「実名さえ出さなきゃ」隠すほどの内容

でもなかった…☆

ていうか、クライアント怪社のほうでも、薄々事態は把握しつつあるらしい…

つまり。（－－；）

「おひとり様１点限り！」購入可能…と銘打ってダンピング競争をしている。
しかしながらネット社会で、かつ、日本人の平均収入は激減している寒冷期。

「１人１点」の激安商品購入組織をつくり、安く仕入れて、ネットで転売。

という、「小遣い稼ぎのマニュアル本」が、出回っているらしい…。

んで。

バイト先の商品は、１人１点のみ「１０００円ちょっと」で買えるのだが。

複数の「お客様はバ神タイ様です…」が口をすべらせた証言を総合すると。
（－－；）

１０００円ちょっと（送料無料！）で仕入れた自分では使わない商品を、

（これを注文する不自然さをごまかす言い訳もマニュアルに書かれている）

２０００円で買い取ってもらえる（送料無料！）ところへ宅急便で送る。

たくさんの「買取商品リスト」があるので、次々注文して「転売」すれば、差額がけっこうなお

小遣いになる…
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らしい。ｗ（－－＃）ｗ

…こういう「客」相手に、どうやって、定期注文をカクトクしろと…？

…（〜〜＃）…★

https://www.youtube.com/watch?v=TkzVG1WPtyU
喜歌劇「天国と地獄」序曲　Overture From ’Orpheus in the Underworld’ 

別件。

Ｔ. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
安いものには訳がある

これも有名な話しだけど、100円均一などの中国製の「お皿」とか、モノによって線量
計を近づけただけで（0.30μSv/h）とかの「お皿」もありますよね。2011年にツイート
したけど、原因は「お皿の白さ」を出す為の上塗りの用材から放射線が出てるという

専門家の見解

amaちゃんださんがリツイート 
『米国と決別』を公約とさせよう。 @andreasdiego 
· 16 時間 16 時間前 
「福島54km海域の魚介から
プルトニウム239と240を検出しても、
セシウムが基準を超えなければ、

『不検出』として流通させる。

基準とは、政府都合で決める数値に過ぎず、

安全と無関係なのは言うまでもない。」　http://ln.is/www.mhlw.go.jp/stf/h/g8tWQ …

バイトに逝ってきます…

       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=TkzVG1WPtyU
http://ln.is/www.mhlw.go.jp/stf/h/g8tWQ


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日9:04
ちなみに、２０００円で買い取りした商品の、

「アマゾンで転売」価格は３４００円らしい。

顧客情報も流出している？疑惑があるのが気になる…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日20:18
今日最後の客は間違いなく、

「転売マニュアル」想定問答集まんまの受け答えでした…
(-_-#)
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（４月25日）　花見日和！(^o^)／　…私ゃバイトでした…(T_T)…

http://85358.diarynote.jp/201504251022568436/

サクラサク。(*^_^*)
2015年4月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (6)
北西の快適な風。

線量も湿度も低め。o(^-^)o

花見日和！(^o^)／

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日10:24
…私ゃバイトでした…(T_T)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日13:26
めまい。

脳貧血。

視覚異常。（歪曲）

被曝感。

精神状態は良し。

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日15:19
激睡魔。

憧れの知床にはついに行く機会がなくなりそうですね。(;_;)
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で、次の選曲が００９の「誰がために」って…(^_^;)…

「思い出せ、白い霧を剥いで、正体を現せ」の、判じもの…？
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月25日20:16
来てたねＭ８地震。(・_・;)
しかも「古き神々」の総本山、ネパール！ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月26日0:49
〜０５０６７８７、

＞０５０６８０８．

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


（４月26日）　バイト中番。札幌は晴天強風。今日も暢気だ、ビールが旨い♪

http://85358.diarynote.jp/201504260847512692/

知能も低下しますし性格は異常になります。

2015年4月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
おはようございます。

０８：１４になっちゃいました。

バイト中番。札幌は晴天強風。

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504261025274896/

【※４月２６日】本日も本震なり。

2015年4月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

成分貧血。

赤血球の増産がまにあわず、

脳貧血というか酸欠。(∋_∈)
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免疫系はフル回転してます。

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月26日10:25
あ、昨日になっちゃった！

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月26日10:43
たぶん今日も相当揺れる。

ヽ（・＿・；）ノ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504262207533504/

飲むなう。(‾ー+‾)ニヤリ
2015年4月26日 労働／対価　 コメント (3)

まぁ４連勤して、明日休み。

（*＾_＾*）

地震に噴火に臨界露天。

ｗ（－－；）ｗ

どうせダメなら酒呑んで、

漫画読んで歌聴いて、
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漫画読んで歌聴いて、

寝るさ〜…☆

。。。ｗ（＾□＾；）ｗ。。。

　

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月26日22:10
本文消えた魔球なりよ。

(-"-;)
明日にするなりよ…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月26日23:02
今日も暢気だ、ビールが旨い♪

o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月27日0:28
再び凄まじい狂風。

三陸の地震回数は、

こりゃ何だ？

(・ω・;)(;・ω・)
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（４月27日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201504270904342665/

4月27日の日記
2015年4月27日 日常
 
おはそようございます。

藁わあ09時01分。
バイトは休み。

安眠妨害な強風が一晩中吹き荒れて安アパートが奥歯ガタガタいわされてたので寝不足。

(-"-;)

うどん食べたらまた寝ますぅ…
 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201504271412324638/

「ボスキャラ」ですか…？（＾◇＾；）？
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2015年4月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

検索オマケ類とね。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=ZPM2zB4OlFE
仲良しの虎と犬

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月27日14:12
【ホワイトライオン】

この項目では、動物（哺乳類）について説明しています。 ライオン株式会社が製造・発売する歯
磨剤については「ライオン製品一覧#ハミガキ」をご覧ください。 

　ｗｗｗｗ（＾＾；）ｗｗｗｗｗｗ

ここはどこ？　私はだれ…？？？
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（４月28日）もうあまり時間がありません…と書こうとしていて、ふと手帳を確認し
たら、バイト、中番じゃなくて遅番でした…

http://85358.diarynote.jp/201504280920161284/

「甲状腺を全摘することになった」

「北半球には希望も夢も持つことができま

せん」。

2015年4月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

おはようございます。０８：２２。

もうあまり時間がありません…と書こうとしていて、ふと手帳を確認したら、
（＾＾；）

バイト、中番じゃなくて遅番でした…

…脳　＜（－－；）＞　ベクレでしょうか…？
（良かった、逝ってハジかく前に自分で気がついて…）

それはさておき。（＾＾；）

これと、
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https://www.youtube.com/watch?v=gIN3WKgfX-k
Tiger & Bunny are Gonna Save the World
これの、

https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
Katy Perry - Firework 
サビがすごく「似てる」気がするのは、なんの「偶然の一致」なんでしょおかね…？？

…（＾＾；）…？

https://www.youtube.com/watch?v=ReZoAbpLucw
Please save us and the planet 
…白熊さ〜ん…♪♪

War Is Over @kenshimada 
· 1 時間 1 時間前 
東北大・下川教授「大震災後に心不全が明らか増加した例はこれまで例がない。心不

全パンデミックにいかに対処するかを学会のサブテーマにする。」　

　http://www2.convention.co.jp/jhfs16/greeting/index.html …　パンデミックというほ
どに、現地では心不全が多発している事が伺われる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7 時間 7 時間前 
井戸川克隆元町長がロシアに送った書簡。

https://kec.org.ru/wp-content/uploads/2015/04/Idogawas-letter-to-PZ-jp.pdf?603f72 … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/592731395606355968/photo/1

ネットサポート @techuzie 
· 9時間 9時間前 
4月27日20時20分現在、羽田サイトにおいてメーデー（121.5MHz）が受信されました
。メーデーは、北緯35度33分00秒、東経139度46分00秒を中心とする半径15.8海里の
円内から発射されているものと思われます。 http://ow.ly/MaWSA

cmk2wlさんがリツイート 
人柱辞めました！ @sunch117 
· 9時間 9時間前 
@cmk2wl こんばんは。昨年の夏は、曇りが多かった割に、紫外線量が通常の倍であっ
たと、メーカーの方から聞きました。数時間、屋外に出ただけで真っ黒けでした。

https://www.youtube.com/watch?v=gIN3WKgfX-k
https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
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cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
あちこちで夏日が観測されている。福島県内も相当な暑さだった。

日差しが変化するということに十分な注意が必要。

紫外線に関しては不気味な話もある。

https://twitter.com/cmk2wl/status/592701606010851328/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
まだ高いので、気をつけてくださいね。

葛飾 四つ木の遊歩道のベンチ付近。（高さ1m：直下が下水路）（γ線＋β線：5分平
均値：0.221μSv/h・最高値0.38）ぐらい。2011年末で（0.32〜0.69μSv/h）の場所。今
日です。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/592701225189167104/photo/1

neko-aii @neko_aii 
· 9時間 9時間前 
2011年10月30日
東京都江戸川区逆井公園で高濃度汚染ホットスポットの放射線計測

地表：５μSv/h、地表から20ｃｍ付近：０．８μSv/h
https://www.youtube.com/watch?v=12gr2zZ7i30 …
半年前から定期的に測っているが、減少する気配がない。

neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
2012-05-26
健康相談のランキングが酷いことに　２位「甲状腺を全摘することになった」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8c2e75eb617338eaa7f4b28c1539c088 …
一年前の健康相談のランキングとは全く違う病気が上位に。

1 旦那の物忘れがひどい
2 甲状腺を全摘することに
5 頭痛と吐き気が続き辛い

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
首相官邸に「ドローン」を降下させたのは「反原発を主張する人物」というのが、テ
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/592701225189167104/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=12gr2zZ7i30
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8c2e75eb617338eaa7f4b28c1539c088


レビでは強調されてるけど、元自衛隊員ですよね。逮捕される前のブログを見ると、

どちらかというと「右」の人ですね。だけど原発は反対だと。そういう人。

neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
原子炉指針では、驚くべきことに、

大事故が起こりうること

その被害は甚大であることを知っているので、

原子炉は「低人口地帯であること」と定めた。

低人口地帯（過疎地）の人間であれば

著しい放射線被害を受けても仕方ない、としたのである。

広瀬隆著『持丸長者・戦後復興編』より

neko-aii @neko_aii 
· 12時間 12時間前 
2012年3月
【臨界情報】静岡県の浄化センターの泥、焼却灰

2011/11/11からヨウ素131増加していた
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e6360cf443e3e439fc6e756b2a9bc47f …

ネットサポート @techuzie 
· 13時間 13時間前 
【地球と月の距離】（地）=>402387km=>（月）※昨日より3161km地球から離れてい
きました。最も離れるのは2日後・最も近かったのは10日前でした。 #地震 シグナル発
動中

War Is Overさんがリツイート 
charley @charleycharley7 
· 17時間 17時間前 
起こってますけど、、、(^_^;)　@agnes2001hisae 
「食べて応援」による内部被ばくだけなら、北海道、九州でも電車内、地下鉄内で急

病人が頻繁に発生してもオカシクないです。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 19時間 19時間前 
【高温に関する異常天候早期警戒情報（北海道地方） 2015年04月27日 14:04】
今回の検討対象期間（５月２日から５月１１日まで）において、北海道地方では、５

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e6360cf443e3e439fc6e756b2a9bc47f


月２日頃からの１週間は、気温が平年よりかなり高くなる確率が３０％以上と見込ま

れます。（続く）

War Is Overさんがリツイート 
さより @sayori27 
· 4月22日 
ドローンから１マイクロシーベルトの放射線 47NEWS
http://www.47news.jp/smp/FN/201504/FN2015042201001990.html …
ふーん。↓に比べたら大したことないじゃん。

5.5μsv/hにびっくりしたら「過剰反応だー！！！」って飛んできた人大丈夫かしら。 
https://twitter.com/kodomozenkoku/status/569426236616806401/photo/1 

War Is Overさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani 
? 4月19日 
aoi_821: 五反野駅で頭から血流して倒れてる人いたんだけど? 
#急病線
#関東あるある線
#頭〜血線
関東では毎日ありきたりになった事案があります

https://www.youtube.com/watch?v=6ZrLH-0hXQE
World so Cold -- 12 Stones [Stop the Hate,Save the Planet] 

War Is Overさんがリツイート 
281_AntiNuke @281_ 
? 4月15日 
右か左かなんて、

国民を分断するために使う言葉だ。 
https://twitter.com/281_/status/588218516228014080/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
GuciYama @GuciYama 
? 8時間 8時間前 
あとは戦争待ちの安倍連。ISの火がうまくつかないので、先に南シナ海プラン来るかも

http://www.47news.jp/smp/FN/201504/FN2015042201001990.html
https://twitter.com/kodomozenkoku/status/569426236616806401/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=6ZrLH-0hXQE
https://twitter.com/281_/status/588218516228014080/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=CHC3bkj7BWs
スコットランド民謡「故郷の空」

https://www.youtube.com/watch?v=5PIYg3igbpE
i have a longing

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日9:22
しまった。（００；）

またしっぽ切れた…（トカゲか！？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日9:27
復旧☆（＾＾；）☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日9:30

War Is Overさんがリツイート  
のっち＠幸せの黄色い電車 @E351E257Express 
· 16時間 16時間前 
修羅の国関東は毎日毎日急病人や突然死、白血病に心筋梗塞、それに交通事故が発生していて自

分が注意していてもいつ突然死したり交通事故に巻き込まれて死ぬかヒヤヒヤしそうで恐ろしい

場所ですね。

次は貴方の番かも知れませんよ...

https://www.youtube.com/watch?v=CHC3bkj7BWs
https://www.youtube.com/watch?v=5PIYg3igbpE
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201504280920161284
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


War Is Overさんがリツイート  
كالم زاغلا  عانق  �� S @5A23M2001Y 

· 14時間 14時間前 
あえて言わせてもらえば、福島からの放射性物質意外に何があるのでしょうかね？@yaguchan: 最
近ほんと事故や急病人が多い。

あえて原因云々は言わないけど、人の集中力や体力が落ちてるのは確か。＞RT

War Is Overさんがリツイート  
charley @charleycharley7 
· 12時間 12時間前 
すでに毎日急病人は20人超。
十分麻痺してる　(T_T)
@zerokaranokibou はるかに人口密度の高い東京だ。首都機能は麻痺するよ！@novtnerico: 『チェ
ルノブイリの祈り』にはまるで首都圏で頻発する急病人のような記述がある。

War Is Overさんがリツイート  
masako @hoppeko 
· 21時間 21時間前 
関東から移住してきた人、兄弟や親戚、本人も３１１後やたらと歯がかけた。親戚で生まれた

赤ちゃん心臓疾患で手術必要。日本に残る家族や親戚、友人、目の疾患多し（白内障、網膜剥離

）足の骨の痛み。など、うちの親戚もと　同じでさらにこわくなった

 



（４月28日）　おっと時間だバイトに逝こう★

http://85358.diarynote.jp/201504281005003797/

雪印メグミルク札幌工場【濃縮】ジュースに人工核種が入り込ん

でいました…日本人、逃げ場ないな。

2015年4月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=viiNfSJedlQ
アウシュビッツの空 - アナミショウ 

戸谷真理子さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 2 時間 2 時間前 
@irukatodouro "水や製造環境かも"製造所固有記号がA912なので雪印メグミルク札幌工
場です→【濃縮】TOPVALU　パインアップル100％ジュース【12L】
http://beguredenega.com/archives/4266 　人工核種が入り込んでいましたｼｮﾎﾞｰﾝ産地は
タイとコスタリカ

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
チェルノブイリ原発事故の際、１４００キロも離れた場所で除染作業を していた作業
員が相次いで７人も死亡した。http://bit.ly/1lMKvDu

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
チェルノブイリ事故で当初３年間、放射能のことを 気にして生活していた人は１００
０人に１人だと言われています。 しかし、３年後、爆発的に被曝症状が出てから、 多
くの人たちが放射能に気を付け始めたのです。遅すぎました。http://amba.to/13eBj2I

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
東京東部の汚染がひどいことをよく耳にしますが、 この度亡くなられた方々３人はみ
なさん東京西部にお住まいでした。　http://bit.ly/1nAGiVY

http://85358.diarynote.jp/201504281005003797/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504281005003797/
https://www.youtube.com/watch?v=viiNfSJedlQ
http://beguredenega.com/archives/4266
http://bit.ly/1lMKvDu
http://amba.to/13eBj2I
http://bit.ly/1nAGiVY


Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
カリフォルニアの住民が被曝をさけてNZに移住してるとか、全然日本知らないでしょ
。カナダから南米に移住したり。　http://amba.to/1payGMx

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 4時間 4時間前 
だるい　風邪かなあ

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
国会前、４万人集まっている！

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
本州の六割は高濃度に汚染されている。こちらアメリカで報道されたデータではその

ようにみえる。汚染は日本全国近隣国、アメリカでも中国でも地球規模で広がった。

汚染度に従いリスクはあがる。また、進行形だ。汚染を広げる政策をしてはいけない

。　http://bit.ly/1lvfhH8

War Is Overさんがリツイート 
直幸 @320_o 
· 12時間 12時間前 
1月末、京浜急行神奈川新町駅にて「最近 (略) 体調を整えてからご乗車戴きますよう」
という電光表示が。@sobtomk 今朝、東京地下鉄駅構内の電光掲示板「最近、電車と
接触したりホームから転落したりするお客様が非常に多くなっていす」#急病人 via
@matayoshitatsu

War Is Overさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 4月26日 
ベラルーシ、30ｋｍゾーン（立ち入り禁止区域）の数字　0.5μSv/ｈ　今、福島の事故
原発横を通そうとする道路の数値は10μ近く。立ち入り禁止区域の20倍
　http://goo.gl/OzxqFf 
https://twitter.com/karrento/status/514013761305198592/photo/1

http://amba.to/1payGMx
http://bit.ly/1lvfhH8
http://goo.gl/OzxqFf
https://twitter.com/karrento/status/514013761305198592/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=VqAGLSz1b2k
誰がために - Stigmatic 

戸谷真理子さんがリツイート 
Office BALÉS @tkatsumi06j 
· 13時間 13時間前 
福島原発作業員の甲状腺被ばく者　公表の11倍だった http://5.tvasahi.jp/000009029?
a=news&b=nss … 

タイトル間違えてると思う。

「福島原発作業員の甲状腺被ばく者　全体の98%だった」だろ。

約2000人が対象で、1973人が100ミリシーベルトを超える結果になったのだから。

https://www.youtube.com/watch?v=AN3djOVwIfI
Tiger & Bunny Final Battle AMV - All My Life 

戸谷真理子さんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi 
· 7時間 7時間前 
たった７０年前までは、日本でも特攻という名のジハードが行われ、軍人らが日本刀

で敵兵の首切りを繰り返し、その数を互いに競っていました。それを新聞社が誇らし

げに報道するような狂った社会だったのです。私たちは現実を直視しなければいけま

せん。 
https://twitter.com/ohnojunichi/status/562352817029931008/photo/1 

戸谷真理子さんがリツイート 
沖縄タイムス @theokinawatimes 
· 8時間 8時間前 
直前転居でも投票可能に　自民、１８歳選挙権にらみ

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=113494&f=t …

戸谷真理子 @irukatodouro 

https://www.youtube.com/watch?v=VqAGLSz1b2k
http://5.tvasahi.jp/000009029?a=news&b=nss
https://www.youtube.com/watch?v=AN3djOVwIfI
https://twitter.com/ohnojunichi/status/562352817029931008/photo/1
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=113494&f=t


· 5時間 5時間前 
すでに選挙3ヶ月前に住民票移動させてる団体がいるのではといわれてるときに。
　"@theokinawatimes: 直前転居でも投票可能に　自民、１８歳選挙権にらみ
http://okinawatimes.co.jp/article.php?id …"

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 5時間 5時間前 
前門の独裁者後門の原発事故　という感じだな　日本人逃げ場ないな

https://www.youtube.com/watch?v=6ATc65TpujQ
【Last Goodbye】★ Tiger & Bunny ★ - HD 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日10:05
おっと時間だバイトに逝こう★

（－－；）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

続【雪印・札幌・人工核種】

2015年4月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

雲が天然フィルターになってるので空間線量は低いのですが、

水源地にストロンチウム他たっぷり入りの霧雨が降っています…(ToT)

http://okinawatimes.co.jp/article.php?id
https://www.youtube.com/watch?v=6ATc65TpujQ
http://85358.diarynote.jp/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150428/85358_201504281116429478_1.jpg


悲しくて涙が出てくる。

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日15:48
札幌市内空間線量は微増程度。

(^_^;)
個人的にはビミョー厄日。

激眠い。何か来る。まだ遠い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日16:28
激睡魔。

何か異様で粒子の細かい湿気。

変だ、

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日16:29
口の中にセシウム味。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日18:10
関東スタンピードが始まった。

http://85358.diarynote.jp/201504281116429478/
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（４月28日）手遅れ級の脳ベクレで思考力停止した人たちが、遅まき過ぎるのに今さ
ら危機感を覚えて、闇雲に国外脱出をし始めたようです…

http://85358.diarynote.jp/201504290101338423/

関東スタンピードが始まった。

2015年4月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

（承前）

そうそう。これね。手遅れ脳ベクレ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月28日18:10
関東スタンピードが始まった。

https://www.youtube.com/watch?v=Q9r6y8c-0Yo
象牙のスタンピード【MV】/ The Doggy Paddle 

手遅れ級の脳ベクレで思考力停止した人たちが、遅まき過ぎるのに今さら危機感を覚えて、闇雲

に国外脱出をし始めたようです…

今日だけで２件、

「急に決まって、いつ帰るかなんてわからない（たぶん日本には帰らない）」

今日明日今週中に国外脱出！する人たちのニュースを聞きました…

https://www.youtube.com/watch?v=27UWa7vdLn0
S I L Δ S I S D E ▲ - V A S H ・ザ・スタンピード 

…まぁ「今さら」だと既に、

「レミングの集団自殺」に、過ぎないでしょうけど。ねぇ…
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=igOTp33vR9g
♫ 伊勢正三 レミングの街（ＴＯＫＹＯ　ＳＩＤＥ）
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（４月30日）　賞味期限の切れたコンビニのお弁当やおにぎりを豚のエサとして食べ
させたところ、一気に死産や奇形の子豚が増えた。

http://85358.diarynote.jp/201504301203139199/

キミドリ揺れたら…
2015年4月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまして、おそようございます。

１１：１１。

https://www.youtube.com/watch?v=WKHgTAtSH5k
①バングラダンス（ズンバ）？＠キングダム・オブ・ドリームズ 

ＣＤでこんな感じの音楽を聴きながら、

念願の「窓全開」大掃除の途中で、

強すぎる東風が入ってきてしまい、

後半は手抜きに…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=W98G7oHytCE
Ni Main Nacha Nacha - Punjabi Wedding Songs - Miss Pooja - Teeyan Teej Diyan 

さて。揺れ揺れでノリノリなバングラダンスはステキですが…
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キミドリ揺れたら、日本は終わりです…。
（－－；）

amaちゃんださんがリツイート 
窪田 誠／緑の党Greens Japan @kubota_photo 
· 20 分 20 分前 
賞味期限の切れたコンビニのお弁当やおにぎりを豚のエサとして食べさせたところ、

一気に死産や奇形の子豚が増えた

http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/3ecc8664e9142ec99c72d1ee2a489509 …

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya 
· 32分 32分前 
「放射能汚染で健康被害が出るなんて、都市伝説」

【橋下徹が、放射能汚染により避難生活をしている人を痛烈批判、愚弄】

詳細→

http://ameblo.jp/junraelian/entry-11396691709.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
東日本一帯の

異常な高温。

異常な高湿度。

浜通り、中通り、会津の日中の大きな気温差。

光化学オキシダントの発生。

そして福島原発構内の水蒸気。

地震マップ @eq_map 
· 2 時間 2 時間前 
【M4.1】浦河南方沖 深さ60.5km 2015/04/30 09:42:59
(G)http://j.mp/1Aipetv (アニメ)http://j.mp/1JU4zB4

特務機関NERV @UN_NERV 
· 2時間 2時間前 
【鹿児島 大崎町付近１２０ミリ以上の猛烈な雨】（続き）
災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して、

安全を確保するよう呼びかけています。

（2015年4月30日 9:57 NHK）

http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/3ecc8664e9142ec99c72d1ee2a489509
http://ameblo.jp/junraelian/entry-11396691709.html
http://j.mp/1Aipetv
http://j.mp/1JU4zB4


cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
気象庁は濃霧注意報を福島に出しているけど、福島原発周辺の南相馬や浪江に設置さ

れたライブカメラやust中継でみても、濃霧と言えるような霧はない。
福島原発構内の濃厚な雰囲気は見受けられない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
4/30 04:00
こんな時間なのに、長野県北安曇郡白馬村（0.075ppm）、 新潟県佐渡市（0.074ppm
）で光化学オキシダント濃度が上昇している。

もう太陽光による反応なんて必要ないのか。

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
ライブカメラで見る福島原発は真っ白です。

今日も危ない 1日になるでしょう。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10 時間 10 時間前 
「ストロンチウム90」が怖いのは（物理学的半減期：29年）よりも（生物学的半減期
：50年）の方が長いという性質。つまり体内に取り込まれた場合、100才まで生きて、
やっと4分の1になる。他の核種が主に臓器、筋肉に吸着・蓄積されるのに対し、スト
ロンチウムは骨に集中して蓄積される

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
基本は食料と水の備蓄。これで良いと思いますよ。それらの地域で、本気の巨大地震

が起こったら、確実に巨大津波。「相模トラフ」も危険。そうなると東京も津波が起

こるので、高台へ逃げること。 "@imarijun 今の内から東海・東南海・南海地震への心
の準備しとかねばと思ってはいるのですが

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13時間 13時間前 
今回のネパールの「プレート境界の直下型地震」を、甘く見てる日本人が多いことに

愕然としますよね。一部の人ですけどね。画像は、神戸の大震災の時。「直下型地震



」は、凄いから破壊力が。で、ネパールは神戸どころではなく「プレート境界」の地

震です 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13時間 13時間前 
直下型地震は、ここで起こると危険だと言われてるのが、北米プレートとユーラシア

プレートの境界とされる「新潟〜静岡」のラインですよね。いわゆる『糸魚川静岡構

造線：http://bit.ly/1EojO3Y 』3.11前後にも度々、動いてる 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/593406925796081664/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
ネパール地震の瞬間の動画

断層とか、そんな程度ではなく「プレート境界」で起こり、しかも3.11のような海洋型
ではなく「直下」の地震。建物の『耐震』以前に、大地の揺れが凄いのがわかります

：https://www.youtube.com/watch?v=6FGKutbS9rU … 

cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
浜通りの気温の低下は、水蒸気（湯気）で日光が遮蔽されているのかも。

昨日から今日にかけて、湿度 100%が数時間続く地域がありました。
https://twitter.com/cmk2wl/status/593286488088948736/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews 
· 22 時間 22 時間前 
[記事] 太陽の北東部でフィラメント噴出が発生し、CMEも発生しています。
http://swnews.jp #swnews

cmk2wl @cmk2wl 
· 23時間 23時間前 
2015年4月29日12時現在の最高気温。
秋田、山形、新潟…。どうなってるの？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/593267774241148928/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=O1To2M7ugm0
My Soul, Your Beats (Angel Beats) MV 

http://bit.ly/1EojO3Y
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/593406925796081664/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=6FGKutbS9rU
https://twitter.com/cmk2wl/status/593286488088948736/photo/1
http://swnews.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/593267774241148928/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=O1To2M7ugm0


cmk2wlさんがリツイート 
thomas k @we_re_DEAD 
· 5 時間 5 時間前 
MT@electric_power1 「ウラン238を地面に入れといたら、中性子浴びせて蒸気発電し
やがった！」「トリチウム水蒸気吸ってるぞ」「うわはははははははは」#好きな吹き
出しを入れろ http://imglogs.com/c/122065 
https://twitter.com/cmk2wl/status/419642507597594625/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
あと一ヶ月でフクイチセシウム・ストロンチウム濃厚汚染海水団がカリフォルニア沿

岸に接岸する

もちろん沿岸漁業は壊滅

日本政府に数百兆円単位の賠償が請求され　アンダーコントロールと演説した安倍晋

三が世界的に激しく糾弾されることになる

日本に管理能力なしと判断、国際管理団が登場する

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 6時間 6時間前 
@tokaiamada 【YouTube】　原発の安全教育ビデオが外道「最悪の場合は核燃料が溶
けて対処不能になりますが安心してください」　（2008年。原子力安全基盤機構）
　https://youtu.be/9Kc0FqhNE3o?t=4m35s …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
"@EastSNW 　特定秘密保護法案と同じに日に「今後、ガン患者のデーターは、政府
が管理する。お前ら病院はガン患者のデータを出せという法案」が可決されてるんで

すよね。高齢者の比率割合も入ってるんでしょうけど、それにしても、多すぎだと思

いますね。よくこんな発表をしたな？と思います

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
ほんと、日本の報道だけでは真実はわかりませんね

今日、夕方のラジオで、ニューヨーク現地では『日本の総理大臣が来てる事は、あま

り報道されてない』と、現地報道の人が言ってたけど、日本では「国賓級」みたいに

http://imglogs.com/c/122065
https://twitter.com/cmk2wl/status/419642507597594625/photo/1
https://youtu.be/9Kc0FqhNE3o?t=4m35s


報道してる。これに騙される。全世界に「米国の言いなりの日本の坊や」と大宣伝中 

cmk2wlさんがリツイート 
くりえいと @kurieight 
· 5月20日 
アメリカの15万以上のツイートの感情を分析した地図、赤いほど差別や嫌悪が強い。
という触れ込みのこの地図。偶然とはいえ、原発密集ぐあいと重なっている。もち

ろん、乳ガン多発地帯とも重なっている。@lllpuplll 
https://twitter.com/kurieight/status/468599714732986368/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=ZrfMXlLh_lA
【東方ボーカル】 「暗夜航路」 【豚乙女】 

cmk2wl @cmk2wl 
· 23時間 23時間前 
情報をながめるんじゃなくて、決断することが大事。

決断するつもりがないなら、情報を見ても時間の無駄。

連休をどう使うのか…。

「資金調達さえ出来れば」、「遅くとも２週間以内には出国できる」とこまでは片付けた…

…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=FWtc5JMI_JM
Bhabi Te Nanaan - Anju Punera 

同じアホなら、踊らにゃ損ソン…♪ｗ
       
 

コメント

https://twitter.com/kurieight/status/468599714732986368/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ZrfMXlLh_lA
https://www.youtube.com/watch?v=FWtc5JMI_JM


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月30日12:03
時間です。

銭湯　出撃！（＾＾）！

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


（４月30日）　明日からまたバイト４連勤のはず。

http://85358.diarynote.jp/201504302138514971/

「おまえ、どこの国の首相だ？」

2015年4月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

さきほど無事帰投。20：34。
今日明日の気温の高さを考えたら、日持ちのしない食料を少し買い込み過ぎたかな…（－－；）
…という以外は、順調でするする素通りした感の休日。

明日からまたバイト４連勤のはずで、現在「とても眠い」ので、情報チェックだけして何も問題

がなければ９時前に寝ちゃいます…と、書こうと思ったら…

おいおい。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=cV2LfNl5eO8
The Everlasting Guilty Crown [EGOIST] with Lyrics 

特務機関NERV @UN_NERV 
· 8 分 8 分前 
【鹿児島県肝付町 内之浦の全世帯に避難勧告】
鹿児島県肝付町は午後8時20分に内之浦地区の全世帯、1949世帯3563人に避難勧告を
出しました。

amaちゃんださんがリツイート 
otenkimame @osiete_tukachan 
· 13 分 13 分前 
首都圏はフォッサマグナ地域内★

@finalcut0011 妄想話ではなくなってきた
@osiete_tukachan:【日本沈没】が現実に？
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2015/04/2982.html?g=132108 …
「フォッサマグナ」に異変〜地殻変動の前兆か 
https://twitter.com/tennsi21/status/590540449498148864/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV 

http://85358.diarynote.jp/201504302138514971/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201504302138514971/
https://www.youtube.com/watch?v=cV2LfNl5eO8
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2015/04/2982.html?g=132108
https://twitter.com/tennsi21/status/590540449498148864/photo/1


· 33分 33分前 
【鹿児島県肝付町に記録的短時間大雨情報】

気象庁によりますと、鹿児島県の大隅半島にある肝付町内之浦では午後8時までの1時
間に121ミリの猛烈な雨が降りました。
http://nerv.link/ERTvO0

地震マップ @eq_map 
· 38分 38分前 
Updated【M6.8】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 60.1km 2015/04/30
19:45:06 JST
(G)http://j.mp/1Jbm0wY (USGS)http://j.mp/1P9Dk74

ネットサポート @techuzie 
· 54分 54分前 
【地震速報】04月30日の19時45分頃、パプアニューギニアで【M6.8】のやや大きな #
地震 が発生しました。※この付近ではM1以上が1週間で2回発生しています
。http://tinyurl.com/kytuox6

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M5.8】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2015/04/30 19:19:08
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OHRHVf (USGS)http://j.mp/1OHRHVh

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
まだやってる！　馬鹿の見本！

凍土壁の試験凍結、作業始まる　福島第一原発の山側

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150430-00000015-asahi-soci …
フクイチの地下には３千度を超える可能性のある核燃料デブリが埋まっている

フクイチは地下水の上に築かれた城と形容されたほどで、これで凍結とは馬鹿アホの

極み

https://www.youtube.com/watch?v=2eGazzxcp3I
Nevereverland / Nano 

http://nerv.link/ERTvO0
http://j.mp/1Jbm0wY
http://j.mp/1P9Dk74
http://tinyurl.com/kytuox6
http://j.mp/1OHRHVf
http://j.mp/1OHRHVh
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150430-00000015-asahi-soci
https://www.youtube.com/watch?v=2eGazzxcp3I


amaちゃんださんがリツイート 
青森の狸 @aomorinotanuki 
· 2時間 2時間前 
@tokaiamada すいませんが、この動画を観てもらえませんか？本当ですかね！
2015/04/30 18:36:02
ネパール地震が起きた同時刻にCERNがビームの出力を上げていた
http://ameblo.jp/wake-up-japan/entry-12020821354.html?frm_src=favoritemail …

https://www.youtube.com/watch?v=6eK8SXYZ2zw
[AMV] Release my Soul - Guilty Crown 

ネットサポート @techuzie 
· 21分 21分前 
【InDeep】途方もない「大量死の時代」が加速していた☆2015年最初の４ヶ月だけ
で270件を超える大量死報道があることを知り http://tinyurl.com/oo4odwl

War Is Over @kenshimada 
· 1時間 1時間前 
タイムラインに最近ストロンチウムという言葉が徐々に増えてきたと思ったら、や

はり、、、米の調査でセシウムの20%くらいの値でストロンチウムが検出されてる件
。

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1774.html …

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】米国のメディアは最近、西海岸の海の放射能問題を報道しました。想像して

下さい。日本から遠く離れた米国の海が放射能で汚染されているのですから、日本の

海はどうなっているのかを。ロンバード　http://bit.ly/1bVpIOu

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
もう東京はダメかもわからんねぇ。

Lightworker @Lightworker19 
· 10時間 10時間前 

http://ameblo.jp/wake-up-japan/entry-12020821354.html?frm_src=favoritemail
https://www.youtube.com/watch?v=6eK8SXYZ2zw
http://tinyurl.com/oo4odwl
http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1774.html
http://bit.ly/1bVpIOu


【拡散】kiyomizu5　お店でそのまま訳が分からなくなって何時間も突っ立ているよう
になった。死にたくなったり音楽がなると踊りだしたくなったり判断ができない、自

分でも何をしているのかわからない放射能で脳をやられたハムスターが死ぬ迄回り続

けている映像を見たがあんな感じでした。

War Is Overさんがリツイート 
胡麻御飯 @gomagomagohan 
· 12時間 12時間前 
飛行機で急病人出て到着空港じゃないところへ緊急着陸しないといけないとなると、

ものすごい経費がかさむね。

こんなの頻繁に起きたら、どーなっちゃうのか。

War Is Overさんがリツイート 
さすらいの鶏肉 @marotarou 
· 13時間 13時間前 
蒲生で乗務員が急病人で、代わりの乗務員がくるまで遅延。約一時間の遅れヽ(´▽｀)ノ
朝礼当番なのに(笑)
もう間に合わないので諦めｗヽ(´▽｀)/へいへーい。

War Is Overさんがリツイート 
ｓｓｋ @ssk82114 
· 14時間 14時間前 
スカイツリーラインの急病人って乗務員さんなんだ、、

neko-aii @neko_aii 
· 1日 1日前 
【原ばくブラブラ病】

身体がだるい

背中が重い、持ち上がらない

やる気がしない

気持ちが重い

すべてがおっくう

周囲の人から見てウツのように思える

薬を飲んでも治らない

病名もつかない



これが原ばくブラブラ病で

何かをする気がすべて失せてしまう

（チェルノブイリへのかけはし）

neko-aii @neko_aii 
· 24時間 24時間前 
2011-05-29
５月初めに栃木県那須に行った。

たらの芽やシラキノ芽をとり天ぷらにして食べたり、

畑を耕したりして４日過ごした。

その後、顔中に赤い湿疹がでた。

頭痛と、のどの乾きのような違和感がひどかったのを覚えている。

放射能に被爆してしまったのではないか。

neko-aii @neko_aii 
· 1日 1日前 
2011-05-17
関東在住

昨日小学生の娘が鼻血を出し、だるいと言う。

３月１５日、学校に行かせてしまった。

後で、SPEEDIによる放射能予測の
真っ赤な部分に入っていたことを知り悔やんだ。

下の９ヶ月の息子が

虫さされのような発疹が出始めた。

何だか私も頭が重い。

neko-aii @neko_aii 
· 4月29日 
2012/03
福島

郡山の自宅で夕食中

突然、息子が鼻血。食卓が真っ赤になるほど勢いよくブワッと。



本人は気づかず『どうしたの！』で気づいた。

息子は

いつも猫背になって口がだらしなく開いて

寄りかかるようにしか座れなくなった。

blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d2fc342240caa058ff7edac3d2a3efec …

https://www.youtube.com/watch?v=FZKf1a9fX7A
「トキトマレ」 

戸谷真理子さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma 
· 7 時間 7 時間前 
@irukatodouro 動画もあります＞海保官乗り移り転覆　抗議船、１人救急搬送　大浦湾
- http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-242380-storytopic-271.html …　「転覆後も水中に
頭を押さえ付けられ意識が遠のいた」

ひどい。

本当にひどい。

こんなこと許せません。許してはいけないと思います。

War Is Over @kenshimada 
· 13時間 13時間前 
世界がもし百人の村だったら…　６人が全世界の富の５９％を所有し、
その６人ともがアメリカ国籍　http://www.asahi-net.or.jp/~rd6y-tkb/Peace.html … 

戸谷真理子さんがリツイート 
藤原直哉 @naoyafujiwara 
· 13時間 13時間前 
フィナンシャルタイムズ。安倍首相、日本の農民と戦うと誓う。おまえ、どこの国の

首相だ？

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7339123e-ee88-11e4-88e3-
00144feab7de.html#axzz3YgZ55l3j …

https://www.youtube.com/watch?v=FZKf1a9fX7A
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-242380-storytopic-271.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rd6y-tkb/Peace.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7339123e-ee88-11e4-88e3-00144feab7de.html#axzz3YgZ55l3j


https://www.youtube.com/watch?v=z6IktGdMkmA
【MAD】月光条例　Moonlight Act 【神話　爆風スランプ】

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年4月30日21:56
なんだか眼が変に痛い。（＞＜ｐ）

寝ます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月1日23:05
cmk2wlさんがリツイート  
あれ？と思ったらRT @jikannganai 
· 6時間 6時間前 
歴史の教科書を捨てよう。そこにあるものは勝者の洗脳だけだ。

https://www.youtube.com/watch?v=z6IktGdMkmA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（２０１５年０５月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年０５月）
 
 



（５月１日）　カネボウの白斑と構造が大変よく似ている…

http://85358.diarynote.jp/201505011750533062/

Ｍ６！Ｍ７！

…カネボウの白斑と構造が大変よく似ている…
2015年5月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=6wz1xA5kxVI
Titanic- Hymn to the sea 
(∋_∈)

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
Updated【M7.1】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 54.0km 2015/05/01
17:06:05 JST
(G)http://j.mp/1DOB7J8 (USGS)http://j.mp/1Q5PpfS

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
M7.1 - 110km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20002am6#general_summary …
ネパール地震の衝撃波がドミノしたものだと思う

昨日からパソコンのネットレスポンスが悪化していた

今もひどい

M6.7が前震のようだが小さすぎ

時 々 @imaten118 · 5時間5時間前 
大きな地震が続いています。三日連続のM6超えとなると、身体の異変からでは、おの
おのの区別は もうできません。いくら拾っても、すっきりしない。
1日パプアニューギニアM7.1
30日パプアニューギニアM6.7
29日フィジーM6.1

http://85358.diarynote.jp/201505011750533062/
http://85358.diarynote.jp/201505011750533062/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505011750533062/
https://www.youtube.com/watch?v=6wz1xA5kxVI
http://j.mp/1DOB7J8
http://j.mp/1Q5PpfS
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20002am6#general_summary


dodekogude @ETAN14000687 · 4月28日 
台湾地震予測研究所　4月28日 22:21 JST
シグナルがすでに動いて5日となり、楽観的でいられない。数日内にネパール・南太平
洋或いは東日本で M7+ 、または台灣 でM6+ の強震が起きるだろう。動物の前兆行動に
注意を、と。 
https://twitter.com/ETAN14000687/status/593063161021890561/photo/1

MARIUS ゲーム内ではマリア @MUDDY24 · 4月26日 
4/20 台湾でM6.6の強い地震発生｡　4/23 チリで大噴火｡噴煙が高度1万メートルに届く｡
同日ニュージーランドでM6.3の強い地震｡　4/25 ネパールでM7.6のかなり強い地震｡ 一
体どうなってるんだ｡

https://www.youtube.com/watch?v=hlkCyjwD4-I
東京大震災　Major earthquake of Tokyo 

https://www.youtube.com/watch?v=BqtpcH2pUXA
もののけ姫 アシタカせっ記 （高音質） YouTube 

Lightworker @Lightworker19 
· 22 分 22 分前 
東京ディズニーランドの入り口付近が、 約0.24μSv/h

War Is Over @kenshimada 
· 3 時間 3 時間前 
日本の水のセシウム濃度は事故前は0.045ベクレルだったが、今は1000ベクレル以上。
首都圏の水の汚染は現在進行中。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基

準に比べれば１万4200倍という、もうクラクラする数字に達している。
http://www.facebook.com/kuminchuu/posts/492013964180929 …

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
チェルノブイリで除染をした人は、３年後全員が死亡した

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
ラズベリーダイエットとかでラズベリーケトンのサプリが発売されているけど、汚染

https://twitter.com/ETAN14000687/status/593063161021890561/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=hlkCyjwD4-I
https://www.youtube.com/watch?v=BqtpcH2pUXA
http://www.facebook.com/kuminchuu/posts/492013964180929


環境下では危険物。

カネボウのロドデノール（白斑を引き起こした）と構造が大変よく似ている。

War Is Over @kenshimada 
· 15時間 15時間前 
米では大手マスコミでも取り上げるところが出てきたが、日本のマスコミでは一切聞

かない話。タブーの領域なのか→ 14年前に買ったマクドナルドのハンバーガーが今で
も腐らず当時の姿と変わらない件

http://irorio.jp/sousuke/20130424/55828/ …

War Is Overさんがリツイート 
kenji @buick54aki 
· 4月30日 
@5A23M2001Y 確かに電車内で鼻血を出す人が多いようですが鼻血程度では急病人扱
いで電車は止まりません。僕も実際見ていて多いと思うのは突然倒れて意識を失う、

貧血で倒れ意識を失うケースです。中には吐血したり最近よく目につくのは心肺停止

でAED使用も。異常事態です。

War Is Overさんがリツイート 
Miko @65MikoBOT 
· 4月30日 
報道では安全といっていましたが、今現在私達母子３人共、甲状腺に異常有りの血液

検査の結果と、息子には５ｍｍの膿嚢があります。今、報道をみると甲状腺がんは生

活習慣病になりました。癌になったら自己管理のせいといわれ、放射能の影響と国は

言いません

戸谷真理子さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma 
· 4月30日 
マイナンバー。

きれいな女優さんを使ったＣＭで、国民に不安も疑問も抱かせないように。

でもわかってますか？

便利になりますよと思わせて、実は政府が監視と管理ができる。

その人の金も何もかもの情報を。監視社会。

http://irorio.jp/sousuke/20130424/55828/


そして戦争になれば全財産を奪い取れる。

７０年前にやったみたいに。

War Is Overさんがリツイート 
masako @hoppeko 
· 4月22日 
最近、日本の学校では集団行動とかいうのが流行っているらしい。体育でやるそうだ

けど、ひたすら回れ右とか一糸乱れぬという動きをやらされるそうな。きもっ。そん

な話をしたら台湾人が徴兵の訓練とおなじですねー。でも台湾のはそんな厳しくな

いよー、軍隊無いのになんでそんなの必要なの？と聞かれた

amaちゃんださんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo 
· 4月17日 
基地も差し出す、カネも差し出す、国民の富も差し出す、自衛隊員の血まで差し出す

。いったいどこまで「自虐的」なのだか、安倍首相。「自虐史観」の教科書は排除せ

よと言いながら、その自分自身が作り上げる、まさにホンモノの「自虐史」が、将来

日本の教科書に載るわけだ。滑稽としか言いようがない。

https://www.youtube.com/watch?v=i8q8fFs3kTM
Linkin Park - "Final Masquerade" [Official Music Video]
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月1日23:51
戸谷真理子さんがリツイート  
amiami @amikoti 
· 2014年4月28日 
鼻血の話は福島にいた当時家族以外には一切言いませんでした。病院には一度行きましたが花

粉症？とか風邪？とか色々言われて抗生剤を貰って帰ってきましたが結局飲みませんでした。原

https://www.youtube.com/watch?v=i8q8fFs3kTM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


発事故との関連性も聞いてみましたが考えすぎと鼻で笑われました。でもその医師は家族を関西

に避難させていました。

 

junko さんがリツイート  
STB @RC_StB 
· 3時間 3時間前 
引用：… 名無し：06/17 20:17 地方の寺：06/17 20:17 地方の寺に法事に行ったら外は0.07なのに
お堂の中は0.16なんてのもあるよ 線香がやばいっぽい
 



（５月２日）　国民の過半数が拒否したら、マイナンバー、終わります。

http://85358.diarynote.jp/201505020845348669/

マイナンバー、終わります。

2015年5月2日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (3)
 
https://www.youtube.com/watch?v=O8QH0MVa3Ns
さよなら９９９　地球出発シーン

amaちゃんださんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu 
· 4月30日 
ＲＴ不可。政府が一番恐れているのがマイナンバーの受け取り拒否です。 各家庭へ簡
易書留で送られてくるので、不在だったら不在票がポストに入れられます。 ７日以内
に郵便局へ取りに行くか再配達を指定しないと、政府へ返却されます。 国民の過半数
が拒否したら、マイナンバー、終わります。

amaちゃんださんがリツイート 
うつぎれい @Utzsugi_R 
· 4月23日 
マイナンバー (実は国が勝手に決めて送りつけて来る「ユアナンバー」) は、本当は国
民への強制力などは全く無く、罰則も無い。だから簡易書留で送られて来るマイナ

ンバーは嫌なら受取拒否出来る。でも多くの国民はその事を全く知らない。管轄して

る内閣府のマイナンバー専用番号で訊くとそれが判る 

マイナンバーコンサルティング会社 @mymunber · 4月30日 
法律を良く読むと、2016年1月1日からの3年間は、マイナンバーの使用を拒否しても罪
には問われないみたいです。

4年目からは行政サービスを受けられなくなると思います。
この3年間で、どれだけ拒否する人が出るかで、マイナンバー制度を続けるか決めるみ
たいです。

https://www.youtube.com/watch?v=ap-YvpOQ3XY
交響詩 さよなら銀河鉄道９９９-アンドロメダ終着駅- より【青春の幻影】

http://85358.diarynote.jp/201505020845348669/
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http://85358.diarynote.jp/201505020845348669/
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文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 4月30日 
マイナンバー。

きれいな女優さんを使ったＣＭで、国民に不安も疑問も抱かせないように。

でもわかってますか？

便利になりますよと思わせて、実は政府が監視と管理ができる。

その人の金も何もかもの情報を。監視社会。

そして戦争になれば全財産を奪い取れる。

７０年前にやったみたいに。

https://www.youtube.com/watch?v=GCv3mvFNqRE
わが青春のアルカディア

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月2日9:38
異様睡魔。昏倒寸前。(∋_∈)
デカイ地震が来るかな…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月2日10:19
札幌の異常高温はマジぱねえ★

(‾○‾;)
熱中症が出るぞ。

ＧＷの北海道で…

（；‾Д‾）

https://www.youtube.com/watch?v=GCv3mvFNqRE
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月2日22:35
０５０

７７７

８☆（＾＾；）★

…惜しい…ッ

http://85358.diarynote.jp/


（５月３日）　バイトは中番です。「ゴールデンウイーク４連勤」の３日目…★／トリ
チウム水蒸気です。窓を閉めてエアコンを。

http://85358.diarynote.jp/201505030904236897/

北海道がフクシマの風下になる予報。

2015年5月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=al8UIb82CEY&index=6&list=PLA5F6C892E35F72B2
Elysion〜楽園幻想物語組曲〜06 Yield 

あらためまして、おはようございます。

０８：３３．

札幌快晴。無風高温。

　暑い…（－－；）

バイトは中番です。「ゴールデンウイーク４連勤」の３日目…★

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
台湾「都道府県ごとの産地証明要求」、日本「風評被害だ」、安倍首相の要求を台湾

側拒否(5/1 NHK)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5171.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 3 時間 3 時間前 
5月3日4:00
これで12時間連続の湿度100パーセントです。
千葉県の銚子に設置されたアメダスの測定結果。

https://twitter.com/cmk2wl/status/594596206052937728/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
内部被曝が進行すると　いつも体がだるくしんどい　よだれが出ることも

http://inventsolitude.sblo.jp/article/123447841.html …

http://85358.diarynote.jp/201505030904236897/
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amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
2015年05月02日
今日の放射能　健康被害が広がっている！

http://inventsolitude.sblo.jp/article/46082335.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
東電福島第一原発から銚子までの距離は 188.275 km
リアルタイムアメダスの風向からみて、一直線にきたとしても、188 kmを高湿度のま
ま維持できるパワーが恐ろしい。

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
水によって生まれ、水によって死んでいくのだろうか…。

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
さらに、5月3日3:00になっても湿度100パーセントが続いています。 
わかってますか？

ヨウ素131、セシウム137、ストロンチウム90のような死の灰がくるのと、健康に被害
がでるという意味において違いは何もありません。

https://twitter.com/cmk2wl/status/594570450245537792/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
銚子のアメダス。

さらに、5月3日2:00になっても湿度100パーセントです。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/594555444401545216/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV 
· 6時間 6時間前 
【伊豆諸島・小笠原諸島に津波注意報】

3日午前1時51分ごろ地震がありました。震源地は、鳥島近海で、震源の深さはごく
浅く、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。津波の到達予想時刻と
予想される津波の高さは次のとおりです。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/46082335.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/594570450245537792/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/594555444401545216/photo/1


cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
銚子のアメダス　2015年4月30日は欠測にされています。おそらく今回の値も異常値と
して切り捨てられるでしょう。

しかし、1961年からこれまで欠測なんてないのです。
他でも高湿度を記録したアメダスがあるのですから数値は正しい。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/594554860684455936/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
銚子のアメダスを過去に遡って検証しました。

1961年から2015年まで、同じ「5月2日」の中で、湿度100パーセントを記録したの
は1995年5月2日の一時間だけ。
連続して100パーセントはない。一度もない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
【最重要】

千葉県銚子のアメダス

5月2日　18:00から24:00の間、連続して湿度100パーセントが観測されています。
トリチウム水蒸気です。窓を閉めてエアコンを。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
六ヶ所再処理工場

排出される放射能は

1日で平均的な原発からの1年間分を超える
クリプトン85については
当初放出低減のための装置を導入する予定だったが最終的には全量垂れ流し

（グリーンピース・ジャパン）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a419958e9ed6514d5601442516e406ed …

https://www.youtube.com/watch?v=CqtVzFycmXE
【吹奏楽】エル・クンバンチェロ El Cumbanchero 

https://twitter.com/cmk2wl/status/594554860684455936/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a419958e9ed6514d5601442516e406ed
https://www.youtube.com/watch?v=CqtVzFycmXE


cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
黄海側から低気圧が接近してくるので、九州方面に向かっていた風が反転します（反

転するということは、汚染も来た方向に戻るということ）。内陸部にも向かいます。

そして 3日と 4日は東北、北海道方面が東電福島原発の風下になる予報に。
https://twitter.com/cmk2wl/status/594540885334851584/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
なんにもしないためなら、なんでもする

http://www.kakehashi.or.jp/?p=11462

https://www.youtube.com/watch?v=iglWBlYEViQ
宇宙戦艦ヤマト2199OP FULL       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日10:31
札幌の湿度上昇。

微量ですがセシウム粉塵混入。
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（５月３日）　ますます悪化している全国の脳ベクレ。

http://85358.diarynote.jp/201505031500515246/

脳ベクレるにも程がある…(-_-#)
2015年5月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

この数日ますます悪化している全国の脳ベクレ。(-_-#)

いわき市４０代働き盛りは知的障害があるのかと思ったくらいロレツが回ってないし、福岡は明

らかに高次脳機能障害を発症している６０代７０代が多すぎる。(∋_∈)

関東東北は急死急病と交通麻痺が問題のようだが、

東海以西はむしろこれから、

衝動殺人が増えるんじゃないか

と思う…(‾○‾;)

        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日15:11
北海道の線量グラフの０.001μの変動が、「体感」できちゃう自分が恨めしい…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日20:14
地震が凄いねぇ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年5月3日20:56
札幌は北風です！o(^-^)o
空気清涼！(^o^)／
  

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日21:19
私が帰宅した途端、ものすごい南風に戻りました…(‾○‾;)
 

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


（５月４日）　「東電：5月1日：原発の汚染水タンクから漏れました。線量はベータ
線が、70ミリシーベルトでした。ごめんね、マイクロシーベルトではなく、ミリでご
ざる。

http://85358.diarynote.jp/201505040904255235/

起きたら自分が死んでいた／「これ報道したのかな？テレビと

かで」

…何度も書いてるが「群馬県みなかみ町」！　逃げなさい…!!

2015年5月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

おはようございます。０８：３２です。

札幌凶風。強すぎる紫外線と、春なのにイワシ雲。

嗅いだことのない異臭のする空気が散乱しまくっています…
…（＝＝；）…
ヤフーやａｕのニュースですら、連日のように原発避難だの憲法改正反対だのという文字が躍る

ようになった昨今。

…遅すぎる。
んですけどねぇ…（－－；）…
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https://www.youtube.com/watch?v=QOOsNLke6rc
Titanic - Full Soundtrack
　

ゼロノミクマ（ゼロクマ）脱原発ゆるキャラ @zeronomikuma 
· 3時間3時間前 
デブリンのことかんがえてたら、コワくてよくねむれなかったクマ、、、どんな形し

てるんだろ、、

“フクイチ”で新たな恐怖！ 海外の研究者や政府関係者が不安視、苛立つ最悪の「地底
臨界」危機進行中？（週プレNEWS）
- Yahoo!ニュース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150428-00046924-
playboyz-soci …
http://t.co/udcHnmAtMb

正調５円屋本舗 @JonathanFactory · 4時間4時間前 
@tim1134 記事によると原子力機構JAEAが群馬県高崎市に設置した放射性核種監視観
測システムでヨウ素１３１とテルル１３２が検出され続けてるとの事です。

フクイチで新たな恐怖！…苛立つ最悪の地底臨界危機進行中？〜週プレNEWS　
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150428-00046924-playboyz-soci …

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
ふくいちライブカメラ

1号機側も 4号機側も、真っ白です。視界ゼロと言えるほど。

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
2015年05月04日4:00の石巻
変わらずに、湿度100パーセントが続いています。
原子炉で言えば、一次冷却水の蒸気を吸い込まされているようなもの。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/594947010064584704/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
2015年05月04日3:00の石巻
湿度 100パーセント
100万人都市 仙台 が被曝しているというのに、打つ手なしなのか…。 
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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150428-00046924-playboyz-soci
http://t.co/udcHnmAtMb
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https://twitter.com/cmk2wl/status/594930804301516800/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
『米国と決別』を公約とさせよう。 @andreasdiego 
· 7時間 7時間前 
『米国と決別』を公約とさせよう。さんがリツイートしました cmk2wl
低温で気化するトリチウムの影響で濃霧ということか。

吸気で肺の奥深くに入り込んで被曝する。

いよいよ、北海道・東北・東京を含む関東からの脱出が

時間との戦いになったようだ。

cmk2wl@cmk2wl 【最重要】始まりました。
宮城県 石巻で05月03日　　湿度100パーセントが 2時間連続です。
100万人都市、仙台が近い。
仙台市民は屋内退避して窓を閉め除湿を。

予報の風向きは東北、信越、北海道に。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
2015年05月04日2:00の石巻
湿度100パーセントが続いてます。
朝起きたら、自分が死んでいたということもありそうです。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/594912115002974208/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
2015年05月04日1:00の石巻は、やはり湿度100パーセントです。
わずか数滴で120億Bqのトリチウムだってあるのです。そんなのを朝まで吸い込まされ
たらお陀仏でしょう。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
ベータ線だけど、70ミリシーベルトとは
「１年間の被曝限度量が、1ミリシーベルトなので、1時間、そこにいたら1年間の被曝
限度の70倍の被曝」　ガンマ線ではなく、ベータ線でも、70ミリとか高線量だと、
直接、汚染水に触れなくても「皮膚の表面」がやられるので、原発作業員は、大変な

作業

https://twitter.com/cmk2wl/status/594912115002974208/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
これ、報道したのかな？テレビとかで

「東電：5月1日：原発の汚染水タンクから漏れました。線量はベータ線が、70ミリシ
ーベルトでした。ごめんね、マイクロシーベルトではなく、ミリでござる

：https://www.minpo.jp/news/detail/2015050222559 …」 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/594860155465936896/photo/1

Tomo Matsuo @tomatsuo · 4月30日 
昨日のフクイチ　この水蒸気は只事では、ないように思うのだが。。

　https://www.youtube.com/watch?t=19&v=1zB-8eMtcVU …　もう、既にみんな、ゆで
ガエルになっていて、危険を危険と思わないまま進行しているのだろうか。。

…パプアニューギニアが凄すぎる…
…|||（＠＠；）|||…

地震マップ @eq_map 
· 39分 39分前 
【M5.1】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 46.1km 2015/05/04 07:50:47
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1GSDrlH (USGS)http://j.mp/1DNjLLa

地震マップ @eq_map 
· 47分 47分前 
【M5.5】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 67.9km 2015/05/04 07:35:11
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1GTSw9v (USGS)http://j.mp/1IDL7u5

地震マップ @eq_map 
· 53分 53分前 
【M5.6】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 35.0km 2015/05/04 07:32:42
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1GSBOo9 (USGS)http://j.mp/1EPnFZn

地震マップ @eq_map 
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· 3時間 3時間前 
【M5.2】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 76.0km 2015/05/04 05:21:56
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1I5zU4S (USGS)http://j.mp/1FJ35uk

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M4.8】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 61.0km 2015/05/04 04:28:54
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Pg91eY (USGS)http://j.mp/1I5qUg7

ネットサポート @techuzie 
· 9時間 9時間前 
【天文】今日05月04日は、【12:42】○満月【00:28】準惑星ケレスが西矩（やぎ座）
です。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 1 時間 1 時間前 
【箱根山で地震回数が増加 注意呼びかけ】
神奈川県の箱根山では、先月下旬から山の浅い場所での地震回数が増え、温泉の蒸気

が勢いを増すなどの変化が観測されています。

http://nerv.link/QhAMJV

特務機関NERV @UN_NERV 
· 1時間 1時間前 
【大涌谷周辺ハイキングコース 立ち入り禁止】
神奈川県の箱根山の大涌谷付近で今後、規模の小さな噴気などが突発的に噴出する可

能性があるとされたことを受け、地元の箱根町は、ハイキングコースへの立ち入りを

禁止するとともに、気象庁の担当者が現地の状況などを詳しく調べることにしてい

ます。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 9時間 9時間前 
【地震情報 2015年5月3日】
23時30分頃、群馬県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約140km、地
震の規模はM4.5、最大震度2を茨城県や長野県で観測しています。この地震による津波
の心配はありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/594872565983612928/photo/1

http://j.mp/1I5zU4S
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9 時間 9 時間前 
群馬県南部（マグニチュード4.5）の地震
デカいですね、この地震も。　青森〜北海道まで、地震を検知してる。（深さ140km
）の深発地震は、遠くまで揺らす。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/594875490323705857/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
世界中で鳥インフルエンザ（とされる）症状で、鳥の殺処分が行われている。

数万、数十万、百万羽という単位で。

有毒物質で死んでいてもわからない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
エクアドルでは、大雨の後に75,000羽の繁殖鳥が死んでいる。
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?
module=Noticias&func=news_user_view&id=2818778933 …

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
カナダ　モントリオールでは、緊急対応ネットワークという団体が海洋哺乳動物の死

体の発見を報告するように呼びかけている。

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M4.0】SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA 14.6km 2015/05/04 07:13:19
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1PginaO (USGS)http://j.mp/1GTMMMU

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/594875490323705857/photo/1
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818778933
http://j.mp/1PginaO
http://j.mp/1GTMMMU


（５月４日）　激しい目眩と歩行困難。筋肉弛緩、筋肉痙攣。明日まで生きてる自信が
ない。

http://85358.diarynote.jp/201505041022149926/

やいさま〜♪レラカムイ！(^o^)／
2015年5月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
札幌には北太平洋からの東南東の強い風が吹き込んで来ていて

フクイチ直撃汚染からはなんとしても護り抜くぞの構え。

o(^-^)o

やいしゃまねぇな〜、

レラカムイ！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…しかしながら、
半月以上早く桜が咲いて、あっという間に散ったと思ったら、

…６月後半に咲くはずの、
レラの花がすでに満開…

(‾○‾;)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月4日14:49
不自然に濃密で重量がありそうな、べったりと這いつくばった雲塊が、南の地平線からみしみし

と攻めのぼって来ています。

ヽ（・＿・；）ノ
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あれに濡れたら健康寿命に酷い悪影響があると思う…
(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月4日15:35
すごい中性子線。（；‾Д‾）
明日まで生きてる自信がない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月4日21:21
福井０.１２５μ、

札幌０.０４７μ。(^_^;)
でも空気がマズイ…(-_-#)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月4日22:08
例によって「私が外にいる間」は小康状態だった天候が、私が帰宅して着替えたとたん、再び荒

天乱気流に…(・_・;)…

少し雨に濡れただけの顔面が、硫酸火傷のように痛みます。

(ToT)

激しい目眩と歩行困難。

筋肉弛緩、筋肉痙攣。

情報以上に吸気ベクレが深刻に殺人級なのは間違いありません…(∋_∈)

寝ます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月4日22:35
味覚麻痺。(・_・;)
塩味が検知できません。(ToT)
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酸味と香辛料の刺激感はわかりますが、嗅覚と甘味覚も鈍い。

（＞＜。）。。

 



（５月５日）　バイト休み。殺人的に暑くなりそうです。

http://85358.diarynote.jp/201505050548596022/

無事是名馬鹿。

2015年5月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
とりあえずまだ生きてますね。

(^_^;)
札幌快晴無風。

殺人的に暑くなりそうです。

バイト休み。

まだ寝ます…f^_^;
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日7:24
嗅覚と甘味覚は復旧。(^_^;)
…塩味がまだ感知できません。
(・_・;)
舌の触覚は正常。

熱冷覚と苦味覚はちょっと鈍いかな？

ポテチの塩味ヌキ。(・_・;)
…すげぇ変な味…
ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日12:09
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特務機関NERV @UN_NERV 
· 6時間 6時間前 
【上川・留萌地方 警報情報（解除） 2015年05月05日 06:16】
上川・留萌地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。
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（５月５日）　世間はＧＷで浮かれるなかの４連勤。

http://85358.diarynote.jp/201505051142259552/

難局遭難パプアくん…（－－；）…
2015年5月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
あらためまして、おはようございます。

１１：１１は見損ねて、１１：１３。

世間はＧＷで浮かれるなかの４連勤。とどめの昨日の吸気被曝の疲労脱力倦怠感で、だらだら三

度寝してました…☆

音楽はＣＤとっかえひっかえで…。
https://www.youtube.com/watch?v=1dN1UowShBk&list=PLf-_0-
lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg
Geinoh Yamashirogumi - Ecophony Rinne (Full Album) 

…おぉ…（＠＠；）…★

どうりでついさっきまで、「起きられない！」＋「静か過ぎる…デカイ地震が近いぞ…」と、思
っていたら…★

地震マップ @eq_map 
· 18分 18分前 
【M5.9】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 64.5km 2015/05/05 10:54:05
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Kb6r8F (USGS)http://j.mp/1OVMYPV

地震マップ @eq_map 
· 39分 39分前 
【M7.5】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km 2015/05/05 10:44:04
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OVKUaP (USGS)http://j.mp/1R87X0D

http://85358.diarynote.jp/201505051142259552/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505051142259552/
https://www.youtube.com/watch?v=1dN1UowShBk&list=PLf-_0-lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg
http://j.mp/1Kb6r8F
http://j.mp/1OVMYPV
http://j.mp/1OVKUaP
http://j.mp/1R87X0D


ちなみに北海道。

地震マップ @eq_map 
· 28分 28分前 
【M3.3】襟裳岬南東沖 深さ82.5km 2015/05/05 10:52:40
(G)http://j.mp/1EbBuMQ (アニメ)http://j.mp/1AAXccA

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ120.8km 2015/05/05 09:49:17
(G)http://j.mp/1QgKLvP (アニメ)http://j.mp/1IHGUpe

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M2.5】浦河南方沖 深さ95.0km 2015/05/05 09:25:30 http://j.mp/1bYIeXS

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M2.9】内浦湾 深さ133.7km 2015/05/05 09:14:20 http://j.mp/1bYG8r6

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ45.0km 2015/05/05 06:51:37 http://j.mp/1zu7jov

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M2.5】北海道南西沖 深さ7.6km 2015/05/05 00:50:22 http://j.mp/1OUg02m

地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約40km M4.1 4日17時13分頃発生 
(G)http://j.mp/1IESzVZ (気象庁)http://j.mp/1K6bFlY

地震マップ @eq_map 
· 20時間 20時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ66.5km 2015/05/04 15:06:20 http://j.mp/1EQqMQL

地震マップ @eq_map 

http://j.mp/1EbBuMQ
http://j.mp/1AAXccA
http://j.mp/1QgKLvP
http://j.mp/1IHGUpe
http://j.mp/1bYIeXS
http://j.mp/1bYG8r6
http://j.mp/1zu7jov
http://j.mp/1OUg02m
http://j.mp/1IESzVZ
http://j.mp/1K6bFlY
http://j.mp/1EQqMQL


· 22時間 22時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ48.5km 2015/05/04 13:04:29 http://j.mp/1PgYoZD

ついでに本籍地。（つーか、亡父の墓の下？）

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M2.6】神奈川県 深さ24.0km 2015/05/05 01:40:49
(G)http://j.mp/1ELCaw3 (Y)http://j.mp/1ELCaw5

（前項参照）（＾＾；）

まだ塩味覚が復旧しません。（－－；）

「世界で一番おいしいものは塩」という中国の故事を読んだことがあるけど、ほんとだ…（
－－；）…その代わり？塩味を探そうとして他の知覚が敏感になるのか、普段もう無視すること
にしている保存用アルコール（工業添加物！）の臭いとか、舌触りとかが脳に響いてくるので、

これはこれで、新たな発見はありますね…（－－；）…☆

※「世界で一番おいしいものは塩

http://www.shiojigyo.com/a040encyclopedia/encyclopedia4/encyclopedia4_4/
（この側室さんは儒教系の「女子（教養）教育」を受けていたんだね…）
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日12:02
 
火山たんさんがリツイート  
真名＠森の響 @Astra_Vir26 
· 11時間 11時間前 
火口周辺警報でGWの蔵王に異変　深刻な客離れで廃業するホテルも（フジテレビ系（FNN）） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150504-00000715-fnn-soci …

http://j.mp/1PgYoZD
http://j.mp/1ELCaw3
http://j.mp/1ELCaw5
http://www.shiojigyo.com/a040encyclopedia/encyclopedia4/encyclopedia4_4/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


火山たんさんがリツイート  
NHK科学文化部 @nhk_kabun 
· 12時間 12時間前 
【箱根山 火山活動やや高まった状態続】神奈川県の箱根山では、４日の現地調査で温泉の蒸気が
引き続き勢いよく噴き出していることが確認されるなど、火山活動がやや高まった状態が続いて

います。http://nhk.jp/N4J54Dxp

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日13:48
おかげさまで塩味覚復旧。

(^。^;)
ケチャップが美味い。(^_^;)
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（５月５日）　「高さ３４メートル」の津波想定をどう受け止めるか。

http://85358.diarynote.jp/201505051249098493/

Ｍ７地震、まだ来ます。（－－；）

2015年5月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
私の大脳聴覚野が「天然ノイズキャンセリング現象」（大地震の発震直前、電磁波雑音がピタッ

と途絶える現象）を検知してます。

まもなくまた来ます…Ｍ７級…
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=ZQRjHRPNUWU&index=2&list=PLf-_0-
lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg
Akira OST Requiem

ネットサポート @techuzie 
· 1時間 1時間前 
【地震速報】05月05日の10時44分頃、パプアニューギニアで【M7.5】の★非常に大
きな #地震 が発生しました。※この付近ではM1以上が1週間で15回発生しています
。http://tinyurl.com/ogrzqvx

宇宙天気ニュース @swnews 
· 10 時間 10 時間前 
[速報] C5.2 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、5月5日02:05 JST (4日17:05
UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5月3日 
群馬県南部（マグニチュード4.5）の地震
デカいですね、この地震も。　青森〜北海道まで、地震を検知してる。（深さ140km
）の深発地震は、遠くまで揺らす。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/594875490323705857/photo/1

       

http://85358.diarynote.jp/201505051249098493/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505051249098493/
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http://tinyurl.com/ogrzqvx
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/594875490323705857/photo/1


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日12:53
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 7時間 7時間前 
MEGA地震予測の村井教授、データで首都圏にも異変！最新の異常変動データを完全公開！長野か
ら新潟のエリアでも１１センチ動

http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/549.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日12:57
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 7時間 7時間前 
地震保険料の３割上げ検討へ！今月から電気料金やガソリンもアップ！６５歳未満の入院給食費

も値上げ！小麦粉や天ぷら粉、カレールー、肉類、ユニクロ製品も！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6380.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日13:01
…今まで「想定されていなかった」ことのほうが衝撃…
…（＝＝＃）…
↓

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 14時間 14時間前 
2012/05/12
衝撃的「高さ３４メートル」の津波想定をどう受け止めるか

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b84ba21840f40b35088e75c72f594095 …

東日本大震災を受けて、見直しが進められている

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


東海・東南海・南海地震の被害想定

「東日本大震災と単純に比較しても、被害規模は桁違いの大きさになる」
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福島県公式チャンネルで若い女の子が踊らされている花見山1.04マイクロシーベルト。

http://85358.diarynote.jp/201505051309203627/

放射線老化現象／呼吸から被曝

させられているという認識を持ってください。

2015年5月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=Ilx-wtoPsLg&list=PLf-_0-
lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg&index=4
Geinoh Yamashirogumi - Ecophony Gaia Album (1990) 

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 5 時間 5 時間前 
@tokaiamada 品川の小学校で「２０分間の朝礼の間に保健室に運び込まれた児童は
３人」　http://www.sankei.com/premium/news/150505/prm1505050019-n1.html …　平
衡感覚の異常や浮動性めまい　http://chernobyl25.blogspot.de/2012/03/4.html
　http://isinokai.churaumi.me/2012/03/07/hapter2/ …

amaちゃんださんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou 
· 5時間 5時間前 
蔵王、実は放射能が異常に濃いんじゃないの？

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150504-00000715-fnn-soci …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 7時間 7時間前 
今日もフクイチは濃霧が発生してます。 何時までこの状況が続くか？ 周辺と差異は？
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/714.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 

http://85358.diarynote.jp/201505051309203627/
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· 14時間 14時間前 
2012年 5月11日
福島市渡利、依然として続く高濃度汚染　場所によって更に上昇

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c90073cc4997ccb44d87ee975ff527f2 …
「小倉寺稲荷山」

2011年6月 46,540Bq/Kg
2011年9月238,700Bq/Kg
2012年3月333,000Bq/Kg

cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
明日 5日は風が反転して、東電福島原発からの風は関東、東海、中部にも。
トリチウム入りの水蒸気です。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/595112532236337153/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 24時間 24時間前 
東北の人たちは、一旦 日本海側まで車で移動して、そこから西へ移動してください。
呼吸から被曝させられているという認識を持ってください。

cmk2wl @cmk2wl 
· 24時間 24時間前 
北上、盛岡も、石巻からみて直撃コースになってます。

添付はリアルタイムアメダス。5月 4日 10時 00分 (JST) 
https://twitter.com/cmk2wl/status/595072565497856000/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 
· 5月4日 
@cmk2wl
確かに現5/4 10:52 旧北上川→日和山公園は視界ゼロ、　→住吉公園付近は霞んできた
。それより北では南方面が靄ってるのが判る。この水蒸気、ゆっくりと移動するよう

です。恐ろしすぎるのですが…
http://www2.thr.mlit.go.jp/karyuu/plaza/kawaraban/frameset_internet.html …

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c90073cc4997ccb44d87ee975ff527f2
https://twitter.com/cmk2wl/status/595112532236337153/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/595072565497856000/photo/1
http://www2.thr.mlit.go.jp/karyuu/plaza/kawaraban/frameset_internet.html


· 5月4日 
福島県公式チャンネルで若い女の子が踊らされている花見山（早野龍五氏@hayano
紹介）　https://twitter.com/hayano/status/594759909691891713 …　山頂展望台の空間
線量　1.04マイクロシーベルト（26年1月測定 https://www.youtube.com/watch?
v=_8LlHvNtnzM …　@Angama_Market

amaちゃんださんがリツイート 
金子勝 @masaru_kaneko 
· 3時間 3時間前 
原発賠償訴訟の原告がついに１万人超え。東電も経産省も一切責任をとらず、なおも

１２万人が避難しているのに、２０mSv以下は追加除染もせず、帰還後１年で賠償打
ち切り。大規模な棄民政策をしながら「原発は安い」と原発再稼働。究極の国家犯罪

です。http://goo.gl/8mUEum

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear 
· 7時間 7時間前 
司法の流れは逆流：裁判官が原発稼働を恐れる(団藤保晴) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/dandoyasuharu/20150415-00044827/ …　原発を止める
のが怖かった裁判官が、福島以後は稼働が怖くなったのです。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 7時間 7時間前 
おおっ！　これだ　この手があるじゃないか！

http://inventsolitude.sblo.jp/article/126397349.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
オリビア・ニュートン・ジョンさん　福島で公演　復興祈り歌姫熱唱　「これからも

応援」

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/05/post_11756.html …
安全デマに騙された有名人

何度でも言う！

福島（浜通・中通り）は人類滅亡まで人間の住める環境ではない

neko-aiiさんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi 
· 10 時間 10 時間前 

https://twitter.com/hayano/status/594759909691891713
https://www.youtube.com/watch?v=_8LlHvNtnzM
http://goo.gl/8mUEum
http://bylines.news.yahoo.co.jp/dandoyasuharu/20150415-00044827/
http://inventsolitude.sblo.jp/article/126397349.html
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/05/post_11756.html


最終処分方法も不明のまま『たまり続ける使用済み核燃料棒』そのタイムリミット。

（全国版）

https://twitter.com/ohnojunichi/status/425686844651499520/photo/1

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日13:09
neko-aii @neko_aii 
· 4時間 4時間前 
2012-05-10
マレーシアに行った

東京を離れる前

動悸・頭痛・喉痛・思考能力の低下・意識が遠のく

マレーシア

３日目頃から動悸・喉痛なくなった

東京で感じていた舌のしびれが、激減

日本に戻り

１日目軽い動悸・頭痛が始まり

２日目動悸で息が苦しい

東京から逃げます

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日13:10
neko-aii @neko_aii 
· 13時間 13時間前 
2011/04/30
最高1.58μSv/h。JR川崎駅東口放射線量

https://twitter.com/ohnojunichi/status/425686844651499520/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
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https://www.youtube.com/watch?v=Uey7MM82vPU …

場所は川崎駅東口ダイス前のスクランブル交差点

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日13:12
０５０

８０８０．…（＾＾；）…
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（５月５日）　（－－；）＜2013年秋の時点ですでに「白血病の疑い」宣告され済み
の人。

http://85358.diarynote.jp/201505051727091734/

ジンマシン様の皮膚炎／顔の穴から血が出る人

／被曝影響のシグナル。

2015年5月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

昏倒睡魔に敗けて布団で半生死体になっていました…
１７：００．まだ地震は起きてない？ので、昨日の被曝の修理でしょうね…

（－－；）＜2013年秋の時点ですでに「白血病の疑い」宣告され済みの人。

https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs&list=PLf-_0-
lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg&index=15
芸能山城組 - AKIRA (ANX Remix) 

War Is Over @kenshimada 
· 3時間 3時間前 
トリチウムが水や水蒸気の形で 人体に入ると99%吸収される。 飲料水として大量に摂
取すると生体内反応に失調をきたし、体重に対し30%を越えると死に至る。
そして「動物実験で特に造血組織を中心に障害（白血病等） が生じる。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11105855326 …

War Is Over @kenshimada 
· 5時間 5時間前 
好酸球の増加は「被曝影響のシグナル』という都内の医師

「好酸球性胃腸症は、末血の好酸球の値が数十%に上がる事もあり、肺に影が出たり蕁
麻疹様の皮膚炎が続いたりする。

喘息も好酸球が絡む、気管支に浸潤して痰に出る。

奇病が起きるのではなく病気の頻度が増え治療の反応が悪くなっている」

War Is Overさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201505051727091734/
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のっち＠幸せの黄色い電車 @E351E257Express 
· 6時間 6時間前 
急病人や横転事故などの交通事故が多発して鼻血や耳血を始めとした顔の穴から血が

出る人や倒れる人続出の大型連休...
しかし凄い異様なGWだこりゃ...
どう考えても異常ですね。

War Is Overさんがリツイート 
おばらわさび @obara391 
· 10時間 10時間前 
内部被ばくなんて自分に関係ないと思っていたけど、数日前から首の様子がおかし

くて、ついに吐いてしまった。こうなって初めて急病人が多くなったことを意識する

。原発事故とは関係ない所に住んでいても油断してはいけない。何も管理していない

んだから日本国中が汚染されてしまっているに違いない。

War Is Overさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 5月4日 
名無し：2015/05/04(月) 04:48 ID:XXXXXXXX
２０１１年に４ヶ月福島第一原発で働いた男性３つの癌を併発し労災申請→もちろん

却下

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0130084.html …

War Is Overさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 5月4日 
ぶらぶら病：原爆の被爆者に現れた身体症状。体がだるい、疲労感が抜けない、根気

が続かないなどの自覚症状がある。血液検査、尿検査には異常が現れず、周囲からは

単にぶらぶらして怠けているだけと考えられ非難される。内部被曝が原因と推測され

ている。http://bit.ly/13DANNs

War Is Overさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 5月3日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 手塚一佳
名無し：05/03 16:54 ID:-
東京都

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0130084.html
http://bit.ly/13DANNs


https://twitter.com/tezukakaz/status/594321356608507905 …
実際、うちの息子は3歳で急性骨髄性白血病を発病、部下の娘も急性リンパ性白血病放
射線に色はつけられ無いので原因の断言は当然できませんが、小さな映像会社ではあ

りえ無い確率です。

https://www.youtube.com/watch?v=mjm2E6HcSmA&list=PLf-_0-
lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg&index=16
Geinoh Yamashirogumi - Shudarahigyo (Part I) 

War Is Overさんがリツイート 
増田雅昭 @MasudaMasaaki 
· 10時間 10時間前 
台風6号、北上を計算している予測データが、昨日より増えてきています。来週はじめ
、どこまで日本に近づくか…→『5月なのに台風が話題になる一週間』
http://portal.nifty.com/kiji/150504193484_1.htm … 

War Is Overさんがリツイート 
kuromaru @84guchi 
· 20時間 20時間前 
巨大地震の前兆？ RT @tama0905: 「フォッサマグナ」に異変が起こっている
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2015/04/2982.html?g=132107 …
えっ、もっと大きな災害が…＞今、日本列島を二分する一帯で、静かに、しかし確実
に地殻変動が発生している 
https://twitter.com/tama0905/status/589067025625980928/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Moira @sugi_moira 
· 5月4日 
ライブカメラ見てるが、、

ついに最後の時が来たか、、と感じてしまう。

どうなっている福島第一原発、2号機、
東電、政府は何が起きているか丁寧に説明すべきだ。

甚大な被害が出てからでは遅い。 
https://twitter.com/sugi_moira/status/595041913218019328/photo/1

https://twitter.com/tezukakaz/status/594321356608507905
https://www.youtube.com/watch?v=mjm2E6HcSmA&list=PLf-_0-lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg&index=16
http://portal.nifty.com/kiji/150504193484_1.htm
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2015/04/2982.html?g=132107
https://twitter.com/tama0905/status/589067025625980928/photo/1
https://twitter.com/sugi_moira/status/595041913218019328/photo/1


War Is Overさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors 
· 4月13日 
今中国の株式市場が異様な感じに。３月後半の２週間でシカゴの人口に相当するよう

な口座開設が相次いでいて、過去１年の平均の約５倍だそうです。しかも、新たな投

資家の３分の２強は高校に通ったことが全くないか、卒業していないのだそうです。

まったくの、オマケｗ

War Is Overさんがリツイート 
てまり @teshimari 
· 6月16日 
…………一体、何をやっとるんや…。 
https://twitter.com/teshimari/status/478511075474673666/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
今村優莉 @JCyouli 
· 5月4日 
4日の各紙の1面。憲法についての言及は…

読売→なし

日経→なし

産経→なし

毎日→世論調査 9条改正反対55% 昨年より4ポイント増
東京→青空に「9条守れ」と3万人
朝日→戦後70年 憲法の岐路

https://twitter.com/teshimari/status/478511075474673666/photo/1


（５月６日）　バイトは中番。軽？金属の異臭が混じっています。

http://85358.diarynote.jp/201505060901114509/

注意喚起の 85μg/m3超過

／性情「怠惰性」バイアス…（－－；）…
2015年5月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
あらためまして、おはようございます。

０８：１０。バイトは中番。

一昨日の雨で自転車を放置してきてしまったので、今朝はバス通勤です…
（空気もマズイし！★）

先ほどのこれですが、

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日6:55

金属異臭満載の強風到達。

(∋_∈)
喉があってまに熱痛い。(ToT)

こりゃダメだ、みんな死ぬ。

ヽ（・＿・；）ノ

そのあと３０分くらいして風向きが変わったら収まったので、大喜びで窓全開して空気入れ替え

…してたのですが、また悪臭が戻ってきてしまいました…

（TへT；）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505061010089729/

札幌ＧＷ焦げた金属異臭の件。

2015年5月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
（承前）(-"-;)
風は東南に戻り、微量ですが、明らかに高熱で熔けた軽？金属の異臭が混じっ

ています。

(・_・;)
計測時間と到達濃度によっては妊婦さんや胎児乳幼児などに、いくらかの予後

の悪い健康被害が出る見込み…

（そして、異常高温！）(∋_∈)
       

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日10:17
四肢筋肉の弛緩感。

手足がうまく動きません。

脱力による直立歩行困難感。

酸欠。(∋_∈)

深呼吸しても

「酸素が取り込めない」

息苦しい…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日10:43
眠いダルい還りたい…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日15:46
私の身体のヘモグロビンが足りていないとは考えられません。

手指の先まで「血色がいい」。

(^_^;)
酸欠は、私の肺細胞が欠損しているのでなければ…(-"-;)

植物性海洋プランクトンの大量死滅による、地球上全域の環境激変だと思われます…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日15:49
札幌もすでに一昨日〜今朝までの被曝で健康被害が顕著。

(∋_∈)

東京都「食べて応援」高級住宅地の私と同歳。(・_・;)

…８０歳過ぎてる認知症患者としか思えなかった…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日16:04
つまり関東の「被曝老化」。

年齢差３０歳まで悪化進行してる。ってことね…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日21:12
空気が「石灰」混じり。(-"-;)
つまり、火山灰。(∋_∈)

つまり、…お肌が荒れる…
(-.-;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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http://85358.diarynote.jp/201505062304226548/
【年金】－２２４０万円＝受給額－支払額…＠２０代…。2015年5月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フ
クシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
光の惑星 - 恍多 kouta 

War Is Overさんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi 
· 11 分 11 分前 
マックシェック一杯に含まれる砂糖分量。(ちなみに調味料の中でも砂糖は中毒性が
ある) 

Lightworker @Lightworker19 
· 15 分 15 分前 
知人、40代女性、東京都目黒区在住、最近下痢とめまいがひどい。原因不明。血液検
査でも異常なしだそうです。http://bit.ly/18AP0Pv

戸谷真理子さんがリツイート 
水田　好信 @op67hatan 
· 25分 25分前 
@52Masanori @irukatodouro こうなることを農家は初めから知っていました。3.11の
翌年から米を作るのをためらった農家が少なくなかったと聞いてます。その時、我々

が命がけで売るから作ってくれと懇願したのは福島のＪＡでした。消費者はその米を

命がけで食えってこと？

Lightworker @Lightworker19 
· 36分 36分前 
福島では、防護服姿で田植え。　本当にやめて欲しい。　http://amba.to/1hdkhwY
https://twitter.com/Lulu__19/status/465716349998604288/photo/1

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 45分 45分前 
私的には、北海道産であった米からセシウム１３４が検出されて、しかもDNA鑑定で
、北海道産でない米が３割以上まざっていたという報告がショックだったなあ

　http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2583.html …　煽るな、偽装しない、とかいう人
はミートホープ事件も忘れちゃったのかな

neko-aii @neko_aii 
· 52 分 52 分前 
(福島)年間５ミリ超に住む夫婦『夫は白内障』『妻は足骨にのう胞。杖なしで歩けない
』東電は賠償請求を却下

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e650f1032d6bad5390142e6cd2db1399 …

火山たん @volcano_tan 
· 2時間 2時間前 
地震のマグニチュードは、数値が2つ大きくなるとエネルギーは1000倍になるんだよね
。それを考えると、昨日の21時台の有感地震で開放されたエネルギーは、それまでの
比較的深くで起きていた地震とは桁違いに大きいんだよ。

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 2時間 2時間前 
福島市の@52Masanori さんのお宅の近くですが「福島市の国道１１４号付近の雑草か
らはヨウ素が１１９万ベクレル、セシウムが１６万９千ベクレル検出

　http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6790969.html 　野鳥はこうした雑草を食べる虫やそれを

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505062304226548/
https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
http://bit.ly/18AP0Pv
http://amba.to/1hdkhwY
https://twitter.com/Lulu__19/status/465716349998604288/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2583.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e650f1032d6bad5390142e6cd2db1399
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6790969.html


浴びた虫を食べているわけで@momo0078

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】pecko178 ♣ 結局、白血病で死んだ後に、骨を調べてみて、やっとストロンチ
ウム90が原因だったと分かる。　そういう恐ろしい物質なのです。 

neko-aii @neko_aii 
· 3時間 3時間前 
2012年05月11日
【南相馬市】驚愕の測定結果！！５５０万Bq超え：これでいいのか日本！全世界拡散
！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ef2e68d793f7fdb592ea49461dfba06c …
Bq/kg
1,960,000 鹿島区橲原 土壌
5,570,000 小高区金谷 土壌
2,970,000 小高区金谷 土壌

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
マジでポックリ５日前

amaちゃんださんがリツイート 
∞ @alisaputranagee 
· 5時間 5時間前 
@tokaiamada 地震波動　千葉県東方沖　
東日本域の広域に濁っています。危険

http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/ADEOS/mod_nrt_new/data/eoc/nrt/day/201505/0603/A2GL11505060331OD1_OCSAQ_08000_05300_chla.png
…
ごの画像では地震波動が紀伊半島。

http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?
subset=Japan.2015126.terra.721.1km …

特務機関NERV @UN_NERV 
· 6 時間 6 時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年05月06日 16:18】
北海道地方の日本海側と太平洋側西部で黄砂が観測されています。所によっては視程

が１０キロメートル未満と見通しが悪くなっています。この状態は７日にかけて続く

見込みです。

War Is Overさんがリツイート 
Tomohiro ENDO @hyd3nekosuki 
· 7時間 7時間前 
【東京都北区】区内で収集した不燃ごみから放射線が測定される(2015/5/5)
→http://www.city.kita.tokyo.jp/koho/kuse/koho/hodo/press-
releases/h2705/150505_2.html … 
金属ごみ中の金属製の箱(20cm×30cm×5cm)の直上5cmのところで4.15μSv/h、1m離れ
たところでは0.11μSv/h

火山たん @volcano_tan 
· 9時間 9時間前 
ちょっと近くの浅間神社に行ってお参りしてくるね。

War Is Overさんがリツイート 
sarah（NO ABE） @lovelovesarah 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ef2e68d793f7fdb592ea49461dfba06c
http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/ADEOS/mod_nrt_new/data/eoc/nrt/day/201505/0603/A2GL11505060331OD1_OCSAQ_08000_05300_chla.png
http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?subset=Japan.2015126.terra.721.1km
http://www.city.kita.tokyo.jp/koho/kuse/koho/hodo/press-releases/h2705/150505_2.html


· 10時間 10時間前 
政府の２００倍も厳しい基準値で独自放射能検査をしているホワイトフードさん。２

０１３年と２０１４年に政府が測定したお茶とキノコ類の放射能データを整理して汚

染地図を作成。静岡と長野すごくない？

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6391.html … 
https://twitter.com/lovelovesarah/status/595798519501434881/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
2015年5月3日　トルコ バルケシル州
鳥インフルエンザとされ、鶏70,000羽の殺処分。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 10時間 10時間前 
太陽フレア　X級大陽風は地球に何をもたらすのか？
http://boppo20110311.blog.fc2.com/blog-entry-1484.html?sp …
http://s-park.wao.ne.jp/archives/1091 
X100は地上の全変圧器送電線を破壊し電源喪失に
地上のすべての原子力発電所が、突如全電源喪失

予備電源も破壊され手が付けられない

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
アルゼンチン

152羽の死んだペンギンが海岸に。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 11時間 11時間前 
黒点活動が非常にヤバイことに

しばらくの間、X級フレアが連続しそうだ
http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
左側から押し寄せてくる大きな島嶼群はX級フレアの母体 

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
北安曇郡白馬村 の光化学オキシダント濃度は、環境基準を「太陽光が出る前に」超過
している。

地元の人は問い合わせをした方がいい。何かおかしい。

http://soramame.taiki.go.jp/DataHyou.php?BlockID=03&Time=2015050606&Pref=20 …

火山たんさんがリツイート 
みーこ＠出戻りＢＢＡ @0701Michi 
· 5月5日 
そういや、箱根の火山の件。あれやろ？使徒やろ？

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 5月4日 
何県だろう。底値で買い叩かれているのだろう。"@twa2014710pc: けさ5月3日の、岸
壁の朝市だが、おじさんがトラックの前に仁王立ちで怖いので、こそっと撮った！　

福島産米袋の表示。聞いたら「にわとりのえさ。」だと。　 "

https://www.youtube.com/watch?v=8Ak-59_EpLw

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6391.html
https://twitter.com/lovelovesarah/status/595798519501434881/photo/1
http://boppo20110311.blog.fc2.com/blog-entry-1484.html?sp
http://s-park.wao.ne.jp/archives/1091
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
http://soramame.taiki.go.jp/DataHyou.php?BlockID=03&Time=2015050606&Pref=20
https://www.youtube.com/watch?v=8Ak-59_EpLw


進撃の巨人自由の翼歌詞付き

https://www.youtube.com/watch?v=CK4o9wf13fo
La Internacional 

War Is Overさんがリツイート 
ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama 
· 14分 14分前 
テレビのニュースで玉突き事故で数人が死傷というニュースをやっていてどこかと思

って耳を傾けたけどどうも変だと思ったら中国での出来事だった…辺野古とかTPPと
かフクイチの状況とか報じずに中国の玉突き事故のニュースを詳しく報じる必要性が

どう考えても見いだせない…

戸谷真理子さんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog 
· 2時間 2時間前 
こんなメールが来ました→横須賀市在住の高校2年生のY・H君「僕は高校を卒業した
ら自衛隊に入隊するつもりでした。愛する日本を守りたいからです。でも、今の安倍

総理の政権では、自衛隊に入隊したら日本のためでなくアメリカのために犬死にさせ

られそうなので、親の商店を継ぐことにしました」

neko-aiiさんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog 
· 5月4日 
「辺野古移設が唯一の解決策」と言ったのは安倍晋三だけで、オバマは「グアムへの

移転を進めたい」と言ったのに、日本のマスコミは前もって自民党から台本でも渡さ

れていたかのように、安倍とオバマの2人が共同で「辺野古移設が唯一の解決策」と言
ったというデマを報じたよね。

War Is Overさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors 
· 12月12日 
ため息しか出ない

■年金問題

年代　　受給額-支払額
20代　　　－2240万円
30代　　　－1700万円
40代　　　－1050万円
50代　　　－260万円
60代　　　＋770万円
70代　　　＋3090万円

https://www.youtube.com/watch?v=GSJlMpY6kG4
The Internationale in Japanese. 

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

https://www.youtube.com/watch?v=JPY4WfliUAk
進撃の巨人　紅蓮の弓矢【歌詞付き】

       

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日23:05
ご飯食べて寝ま〜す…！
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（５月７日）　久しぶりの２連休の１日目です。

http://85358.diarynote.jp/201505070909035517/

時間さ（差） 行楽 ！
2015年5月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

おはようございます。０８：５４．

久しぶりの２連休の１日目です。

本日の予定。

１．久しぶりに「朝ソバ」をたぐる。

２．「森林公園」散策（…北斜面で名残の桜を探す！…）
（※あまりに急に咲いて散っちゃったので、花見をし損なった可哀想な私…★（－－；）★
３．源泉かけ流しまくる。（今日は帰りのスーパーの特売タイムを気にしない！）

４．ちょっとだけリッチめな夜外食（予算1000円以内）。
（または缶ビールを買ってきて家呑み？）

問題は、異常高温が続いているので、暑すぎて熱中症でヘバリそう…（－－＃）…ってところと
、空気が粉末だらけで、何がなにやら判然としないもので肺のなかが真っ白になりそう。（Ｔ

へＴ；）ってことですね…★

まぁモチベあげあげで…☆
今朝の目覚まし音楽は、ＣＤでクライズラー＆カンパニーのこれ！

https://www.youtube.com/watch?v=-7m373HqFfk
F.Kreisler - Sicilienne & Rigaudon (Itzhak Perlman) 

だったんですが、悠宙舞にはない…☆
（＾＾；）

検索おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=kZtZHVkBGuE
クライズラー＆カンパニー　春
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（５月７日）　白肺・血液供給の断絶・放射能被曝に関連。

http://85358.diarynote.jp/201505070934218470/

名古屋は安全圏じゃない／顔の白斑はカネボウ使ってたから少し

ばかりの慰謝料を貰えたそーな。でもカネボウ使ってた範囲より

背中や腕の方がエライことになってんだけどそこは誰が保障して

くれんのよ。

2015年5月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QPNd1m4lK-Q
クライズラー＆カンパニー『新世界』【OFFICAL】 

大事なことだから、二度貼りましょう…。
（２コ前の末尾のやつね。）

War Is Overさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors 
· 12月12日 
ため息しか出ない

■年金問題

年代　　受給額-支払額
20代　　　－2240万円
30代　　　－1700万円
40代　　　－1050万円
50代　　　－260万円
60代　　　＋770万円
70代　　　＋3090万円 

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

…昨日の私の「酸欠感」は、あながち気のせいだけではない…

http://85358.diarynote.jp/201505070934218470/
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…（〜〜；）…

cmk2wl @cmk2wl 
· 31 分 31 分前 
愛知、名古屋は安全圏じゃない。海にひらけた平野なので危険性が高い。

中川運河

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E9%81%8B%E6%B2%B3 … 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
つくば市の街路樹や木々は今どうなっている？

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/734.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
福島近くで大量座礁中死亡したイルカに発見された白肺・血液供給の断絶・放射能被

曝に関連(ENENews)
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/733.html …

特務機関NERV @UN_NERV 
· 6 時間 6 時間前 
【地震情報 2015年5月7日 2:53】
午前2時48分頃、東京都２３区を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km
、地震の規模はM2.9、最大震度2を東京都で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/596009898690744320/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6 時間 6 時間前 
神奈川〜埼玉まで

「ドスン」という突き上げられるような地震の震源地は「新宿区」付近　あれで（マ

グニチュード2.9）だから、もしも「首都直下型」が起こったら、すごい揺れになるよ
ね

気象庁（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150507025203395-070248.html …） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/596014396528201728/photo/1

ネットサポート @techuzie 
· 9 時間 9 時間前 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E9%81%8B%E6%B2%B3
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/734.html
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http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150507025203395-070248.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/596014396528201728/photo/1


【地磁気】05月07日00時：Kp=5で【小さな磁気嵐】が発生中(11年に1700回程度）★
送電網で小さな電圧変動・高緯度地域でオーロラの可能性 http://ow.ly/H5TBJ

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
震災前から、恒久的に海水から酸素を奪う領域が海にできているらしい。ニュージー

ランドの大きさに匹敵する非常に酸素レベルが低下した海域があり、1960年から10年
ごとに倍増しているとか。

https://twitter.com/cmk2wl/status/595974335724003328/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
今日の最高気温ランキング 2015年5月6日20時現在
沖縄県の次に福島県。

https://twitter.com/cmk2wl/status/595951361700667393/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
たいせい @taaaaaisei528 
· 10時間 10時間前 
どーした名古屋

最近名古屋キチガイや

魚のしたいばっかりです。。 
https://twitter.com/taaaaaisei528/status/595951052551098368/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
よっしい息子みのり↑#脱被爆 @yamayossi 
· 12月25日 
日本の放射能汚染地図、新潟や関東、四国迄、シッカリ放射能汚染が有りますね、皆

さん気を付けて、どんな病気になってもおかしく無いんで 
https://pbs.twimg.com/media/B5uF34QCMAA6kmV.jpg:large

https://www.youtube.com/watch?v=UGiSB7n1tiQ
宝石／タテタカコ【公式】

cmk2wlさんがリツイート 

http://ow.ly/H5TBJ
https://twitter.com/cmk2wl/status/595974335724003328/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/595951361700667393/photo/1
https://twitter.com/taaaaaisei528/status/595951052551098368/photo/1
https://pbs.twimg.com/media/B5uF34QCMAA6kmV.jpg:large
https://www.youtube.com/watch?v=UGiSB7n1tiQ


di ba @rejoiceinthegod 
· 4月27日 
顔の白斑はカネボウ使ってたから少しばかりの慰謝料を貰えたそーな。でもカネボ

ウ使ってた範囲より背中や腕の方がエライことになってんだけどそこは誰が保障して

くれんのよ。

https://www.youtube.com/watch?v=AtSm5UMLkS4
あした、僕は - タテタカコ
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（５月８日）　なぜ動くんだ点Ｐ！

http://85358.diarynote.jp/201505081406145979/

諧謔の小人☆

2015年5月8日 学校・勉強 コメント (1)
　

こんにちわなお時間帯にとっくの昔に突入しました、１３：５６．

おそすぎようでございます。

（＾＾；）

昨日の「酸素吸入」（違？）と源泉デトックスのおかげで朝の体調はすごく良かったのですが、

その後、霊によ…血が…違う違う…（＾＾；）
例によって腎臓に超負担がかかって肩甲骨まわりが痛ダルクなってしまい…
（－－；）…寝なおしてました…
（－－＃）

本日の予定崩壊。外出せず、オトナシク静養に努めます…

んで。（＾＾；）

ＰＣつけて、とりあえず「昨日の曲」の続き〜ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=c_w9qtWj1JY
進撃の巨人 替え歌〜勉強編〜 

…まったくだ！なぜ動くんだ点Ｐ！
　ｗ（＾■＾；）ｗ

じっとしてろ！サイン子サイン短ジェント…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=dV5hh710Df8
【実際に俺が言われた悪口だけで】 Let it go 歌ってみた 
【コメント有り】 (アナと雪の女王) 

…あぁ…（〜〜；）…言われた言われた私も…

http://85358.diarynote.jp/201505081406145979/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=206
http://85358.diarynote.jp/201505081406145979/
https://www.youtube.com/watch?v=c_w9qtWj1JY
https://www.youtube.com/watch?v=dV5hh710Df8


二度と戻りたくない小学生時代…
　…o（ＴへＴ；）o…

いやキミ、「携帯に番号登録してくれてるリア友」が存在している時点で、

私よりは、遥かにマシだから…ッ！

　…ｗ（＾◆＾；）ｗ…＜友達ゼロ人！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月8日14:12
ところで私まだ『新劇の』…もとい、（＾＾；）
『進撃の巨人』原作もアニメも未視聴なのに…
…（＾＾；）…

だめ。もう、笑いなしには読めない…ｗｗｗ
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（５月８日）　具合悪くなったら無理をしないでという電車内の広告。頑張らないのが
正しい事もある。

http://85358.diarynote.jp/201505081600081461/

「株価が下がる」／基本的人権を削除します☆

2015年5月8日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

https://www.youtube.com/watch?v=UMlqTEVMZFE
椎名林檎 - 『ＮＩＰＰＯＮ』

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
東電が免税制度のある海外に210億円を蓄財！国から一兆円の支援を受けても課税回避
を継続！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1482.html …
この210億円が東電幹部の高飛び資金
ドバイに飛んで余生を面白おかしく暮らすためのカネを海外に隠した

すでに勝俣・清水はドバイに逃亡中

amaちゃんださんがリツイート 
ナリーザ @to0193oz 
· 8時間 8時間前 
「まさに風評被害を受けた。　大湧谷周囲だけのこと」（観光関係者）

リスクマネージメントが出来ず、「風評」の意味を取り違えている日本。

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 
· 8時間 8時間前 
IAEA（国際原子力機関）はチェルノブイリ事故から10年後の1996年4月の会議で『再
び事故が起こるのは避けられない』だから『次回の原発事故にあたっては、人々を避

難させず、情報をきちんと統制すること』という方針を発表。

http://geiger.grupo.jp/blog/689974

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 9時間 9時間前 
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ネパール大地震に派遣されたオスプレイ、瓦礫を吹き飛ばして危険なことから後方に

撤退！救援物資を配布したのは１機のみ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6409.html …

amaちゃんださんがリツイート 
セナ（思うは招く〜どーせ無理を無くそう） @senna1994may1 
· 16時間 16時間前 
RT@sunlight9501
事実のみ申し上げます。

☆自民の改憲案です。基本的人権を削除しています☆

@tim1134 @iwakamiyasumi
https://twitter.com/sunlight9501/status/544142150007398400/photo/1 

War Is Overさんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia 
· 16時間 16時間前 
よく分からないが、大学教育が機能していないことも一因だろう。大学を出たのに、

内部被爆の危険性について自分で文献等を調べることができる市民は少ないというか

、そういうことが能力的に不可能なようだ。そんなに難しい話ではないのに・・・と

思うのは私だけで、彼らにとっては難しいようだ。

War Is Overさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani 
· 22時間 22時間前 
ianoianoianoo: 急病人による電車の停車が多いよね。何でも無理しちゃうから電車が止
まる。具合悪くなったら無理をしないでという電車内の広告。頑張らないのが正しい

事もある "
#冷血線
ただの無理なら心臓は普通止まらないが

War Is Overさんがリツイート 
零からのKIBOU @zerokaranokibou 
· 5月7日 
放射能に慣れ

急病人にも慣れ

自分が死ぬことにも慣れた日本人。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6409.html
https://twitter.com/sunlight9501/status/544142150007398400/photo/1


amaちゃんださんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki 
· 5月7日 
NHKは、2007年に『日本国憲法　誕生』という番組を放送した。現行憲法が「米国人
だけで密室で一方的に」作られたのでない事実が詳しく説明されている。これを再放

送すれば、首相周辺の「押し付け論」は吹っ飛ぶが、なぜかオンデマンドにもない。

War Is Overさんがリツイート 
ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog 
· 5月6日 
『気象庁は、正確な震源の深さの表示を禁止されているのではないか！？』

⇒ http://amba.to/1EQRJTh 
震源深さが、例え５００mであっても１０kmとだけ表示される事の
意味は、極めて重要な意味を持ちます。

@AmboTakashi @pecko178

War Is Overさんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 
· 5月5日 
おはようございます。『北海道新聞』朝刊5面見て、目が覚めました。
「聞く語る 美味しんぼ『鼻血騒動』に反論する 雁屋哲さん」（東京報道 古田佳之記者
）を、広告欄以外の一面全部使って掲載｡ 
https://twitter.com/karitoshi2011/status/595707310904868865/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
S ・Kuroda @kuroda06sayuri 
· 4月18日 
すごいRT数のツイ→@livedoor裁判官「NHK受信料は契約書がなければ支払う必要
ナシ」

http://news.livedoor.com/article/detail …
「テレビを持っていれば支払い義務は生じる」というNHKの主張は裁判で否定された
。

War Is Overさんがリツイート 
zomahoun @zomahoun 
· 2014年5月5日 
"奴隷は、子供が自分と同じ運命になるなら子供いらない、という事で、奴隷の出生率

http://amba.to/1EQRJTh
https://twitter.com/karitoshi2011/status/595707310904868865/photo/1
http://news.livedoor.com/article/detail


が高くなかった。奴隷の数が増えない上、病気や自殺で死んでしまうため、大人の奴

隷を買ってきて入れ替えるのが当たり前になっていた。" -
http://wirelesswire.jp/london_wave/201312210811.html … まんま今の日本でわろた

War Is Overさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji 
· 6月25日 
福島では自殺に歯止めがかからなくなっている。平気を装っていても心の中までは見

えない。対策は一切なし。 
https://twitter.com/dadajiji/status/481784382630268928/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
Photobra7 @Photobra7 
· 2013年4月28日 
画像は「主権回復した」日本の関東地域に横たわる米軍の制空権。百kmの幅で日本を
横断している。民間機はここを飛べないので羽田発の旅客機の飛行に大きな影響を及

ぼしている。 
https://twitter.com/Photobra7/status/328417130276085761/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=0H4ZVbUmUYI
椎名林檎 - 『ＮＩＰＰＯＮ』＜いよいよ後半戦Ver.＞ 

War Is Overさんがリツイート 
SHIVA @francisco_bot 
· 5月5日 
「見たいと思う世界の変化に・・・つまりあなたがこの世界に望む変化に、あなた自

身がなりなさい」ガンジー 
https://twitter.com/world420/status/442771397266272256/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Wt3VSkTx3EY
【ワールドカップPV】 タマシイレボリューション 〜 superfly 〜 FIFA.avi

https://www.youtube.com/watch?v=MESmmmrgEUQ
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX O.S.T. 2
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（５月８日）　明日からまたバイト４連勤。

http://85358.diarynote.jp/201505081844101475/

地震…津軽海峡 １１６回。
2015年5月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

出身地が神奈川で、

現住所が北海道の、

「原発自主避難」者ですが…
なにか？（－－；）…

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum 
· 37 分 37 分前 
5月1日-5月7日の地震活動(気象庁発表)

神奈川県西部 267回
津軽海峡 116回
奄美大島近海 93回
和歌山県北部 80回
福島県沖 79回
宮城県沖 78回
長野県北部 67回
以下省略　

計2746回
http://j.mp/1oo8wnC

…降水確率１０％だった札幌で、突風＋暴風＋爆弾低気圧？…雨…、

…雷…！！！！

…（－－；）…

いやもう、何でもいいわ…

http://85358.diarynote.jp/201505081844101475/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505081844101475/
http://j.mp/1oo8wnC


（ちょっと惚れちゃったわ、リヴァイ兵長…ｗ）
https://www.youtube.com/watch?v=QJocGrnj2uM
【進撃の巨人】リヴァイ兵長の痺れるドS名言まとめ！ 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 43分 43分前 
箱根山 火山性地震続く、地元は風評被害防止で協力
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150508-00000005-jnn-soci …
今すぐ噴火する恐れがあり、径50センチの火山弾が飛んできて即死する恐れがあるか
ら退避せよとの勧告指示なのに、危険の認識が「風評被害」と言いたいのか？

ふざけるなよ拝金ゾンビ、観光産業よ

amaちゃんださんがリツイート 
矢野敏夫 @dogandclow 
· 6 時間 6 時間前 
東京新聞より。

宮崎駿、辺野古基金の共同代表に

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015050801001050.html …
かっこいいって、こういうことさ

https://www.youtube.com/watch?v=4VYuzNJZ1vc
紅の豚 - 時には昔の話を
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月8日19:23
おかしい。(・_・;)
あきらかに

「すでに何かが起こっている」

のに、(-"-;)

https://www.youtube.com/watch?v=QJocGrnj2uM
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150508-00000005-jnn-soci
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015050801001050.html
https://www.youtube.com/watch?v=4VYuzNJZ1vc
http://85358.diarynote.jp/
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…情報が上がって来ない…

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月8日21:32
札幌０.０４７μまで線量上昇。

私は発熱中。(∋_∈)
お風呂は入らないで

寝ちゃいます…(-_-#)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月8日23:35
被曝防御体制のために上がってしまった体温が下がらず寝つけません。(-"-;)
膵臓も悪化していてたぶん血糖値がおかしい。(・_・;)

明日からまたバイト４連勤。

…(∋_∈)…
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月９日）　バイト中番。出る前に洗髪だけしなくちゃーなので、もう時間がありま
せん…

http://85358.diarynote.jp/201505090835503341/

かなり重要。 国連事務総長＆世銀による事実上の原発オワタ
宣言。

2015年5月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

あらためまして、おはようございます。

前項参照。少し凹んだ滑り出しです。

気分はマイナー調。

５月９日、０７：５７…
なんだか不穏…？（＾＾；）…？

https://www.youtube.com/watch?v=lRTiIWvwGGU
「平穏な日々」 PHANTASY STAR ONLINE 2 

ヘビな生殺しの被曝な日常が続くので、少〜しかなり、精神がマイッテますよね…（－－；）…

バイト中番。出る前に洗髪だけしなくちゃーなので、もう時間がありません…

War Is Overさんがリツイート 
Dandy @qDandyp 
· 4時間 4時間前 
柿岡地磁気 D値斜め上昇、変です。 

War Is Overさんがリツイート 
松岡 友希 @matu_yuu0813 
· 5時間 5時間前 
さっきから地響きと地鳴り半端ない笑

日中なんか蒸気の噴出すごいし。

職場が大涌谷の近くで

なんでわざわざ危ない方に通勤してくるの？

とか言われるけどそりゃ仕事だからな笑笑

http://85358.diarynote.jp/201505090835503341/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=lRTiIWvwGGU


怖くないと言ったら嘘になります



（５月９日）　再度引用分だけ掲載…★

http://85358.diarynote.jp/201505092325178783/

【再掲】＠かなり重要…（－－；）…★
2015年5月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

以下。朝のやつがキレてたんで、再度引用分だけ掲載…★
＠＠：＠＠：＠＠：＠＠：＠＠：

https://www.youtube.com/watch?v=lRTiIWvwGGU
「平穏な日々」 PHANTASY STAR ONLINE 2 

War Is Overさんがリツイート 
Dandy @qDandyp 
? 4時間 4時間前 
柿岡地磁気 D値斜め上昇、変です。 

War Is Overさんがリツイート 
松岡 友希 @matu_yuu0813 
? 5時間 5時間前 
さっきから地響きと地鳴り半端ない笑

日中なんか蒸気の噴出すごいし。

職場が大涌谷の近くで

なんでわざわざ危ない方に通勤してくるの？

とか言われるけどそりゃ仕事だからな笑笑

怖くないと言ったら嘘になります

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Li?vre @usa_hakase 
8時間 8時間前 
地震活動は高まって来てる。震源の深さ（たぶん熱水）が時間とともに上昇してるの

がわかる。これからひとつの山が来そうな感じだ

。http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/mysection1/item.php?itemid=44 …

http://85358.diarynote.jp/201505092325178783/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505092325178783/
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
? 9 時間 9 時間前 
箱根も、しばらくは油断しない方が良い

大昔、過去に起きた箱根の噴火では、横浜まで火砕流の被害があったと記録に残って

るみたいね。その火砕流の速度は新幹線並み速度だと記録に残ってる。（詳細は、グ

ーグル先生に聞いてみて下さい。）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/596688144386236419/photo/1

火山たん @volcano_tan 
? 10時間 10時間前 
この、箱根のカルデラ外輪山西側の辺りが今日に入ってから地震が多発しているんだ

よね。＞RT

火山たんさんがリツイート 
tatsuya @mikanpapa 
? 11時間 11時間前 
おや、外輪山の直下というか静岡県側（我が家側）もこの24時間は賑やかだ。
https://twitter.com/mikanpapa/status/596650208261378048/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
? 13時間 13時間前 
名無し：05/08 16:45 ID:-
熱海の海が赤いらしいです

名無し：05/08 18:18 ID:-
今、新幹線で熱海通ったけど、所々で海面が赤いね

https://twitter.com/atsuo_atami/status/596513073617211392/photo/1

…ちなみに、「横浜のチベット地区」と言われる「私が育った家」の崖からは、

富士山が望見できまして…
（＾＾；）

富士山の手前にある箱根が本気出したら、たぶん、直撃火山弾ぐらい飛んできます…★
（－－；）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/596688144386236419/photo/1
https://twitter.com/mikanpapa/status/596650208261378048/photo/1
https://twitter.com/atsuo_atami/status/596513073617211392/photo/1


帰るところもないし、行くアテもない。

友達も家族もないし、叶えたかった夢も、すべて消え果た…

…これ以上、生きててどーすんの…？？

https://www.youtube.com/watch?v=dKfrx-IL5TY
Sasha Lopez feat. Tony T & Big Ali - Beautiful Life (Official Video HD) 

cmk2wl @cmk2wl 
? 10時間 10時間前 
NOAA（米国海洋大気局）の予報では、今回の台風6号より次の熱帯低気圧が発達する
と予報していて GPVが示す台風は巨大です。
添付は20日の予報。
来週以降のために備えた方がよさそうです。

https://twitter.com/cmk2wl/status/596672147256266752/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=4J9AcO6LrfM
日々 / 吉田山田【MUSIC VIDEO】

War Is Over @kenshimada 
? 26 分 26 分前 
かなり重要。 国連事務総長＆世銀による事実上の原発オワタ宣言。
「2030年までに世界中の全ての人が電力の供給を受けられるようにする」が、「原発
は援助しない」

http://www.afpbb.com/articles/-/3004099?ctm_campaign=topstory …
つまり、安倍さんのトップセールスを彼らはサポートしないという事。

amaちゃんださんがリツイート 
くららん @kurararan 
? 20 時間 20 時間前 
@tokaiamada こんにちは。３０年じゃ足りないかもしれません。琉球大教授のヤマト
シジミの放射能に対する影響は発病、奇形、突然死など１７世代にわたっていました

。

人間に換算すると４５０〜５００年程度です。

死亡率などが落ち着くのはその後の世代でした。

https://www.youtube.com/watch?v=dKfrx-IL5TY
https://twitter.com/cmk2wl/status/596672147256266752/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=4J9AcO6LrfM
http://www.afpbb.com/articles/-/3004099?ctm_campaign=topstory


https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日23:38

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
原子炉は全電源喪失して冷却不能になれば、どんな手を尽くしても１００％メルトダウンし人類

滅亡の日まで放射能垂れ流しの解決不能パンドラの箱になるという東海アマの常識に文句のある

人はいるか？

まさか一流のエライ先生が馬鹿な計画をするはずない

事故後のエライ先生見ればわかる

そのまさかだ

 

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
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（５月10日）

http://85358.diarynote.jp/201505100902489992/

♪ 観てただけ ♪…大丈夫ですか…？
2015年5月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

　

…「世の中には成り行きとか付き合いとかいうものがあってね。」…
https://www.youtube.com/watch?v=16yv0dABklM
爆風スランプ　Runner 

地震マップ @eq_map 
· 13分 13分前 
【M2.6】茨城県北部 深さ8.8km 2015/05/10 07:59:31
(G)http://j.mp/1ErSjn5 (Y)http://j.mp/1bGLcjv

地震マップ @eq_map 
· 41分 41分前 
【M2.5】茨城県北部 深さ92.9km 2015/05/10 07:31:39
(G)http://j.mp/1bGJ8YF (Y)http://j.mp/1ErOVsq 

http://85358.diarynote.jp/201505100902489992/
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地震マップ @eq_map 
· 45分 45分前 
【M2.6】福島県東方沖 深さ33.3km 2015/05/10 07:30:49 http://j.mp/1ErOEpn

…イバラギっていうか、イワキだから。

つまり…（－－＃）…フクイチ地下。だから…

https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY
爆風スランプ - スパる

げんざい札幌の線量０.０５８μまで上昇。

…喉が（－－＃）痛い。…

Lightworker @Lightworker19 
· 29分 29分前 
体がだるく特に脚に力が入らない。今日やろうと思ったことをすっかり忘れている。

「放射能とともに生きている記録」　http://bit.ly/1csolYX

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2 時間 2 時間前 
何度も書いたが、セシウムは気化点が低くガス化して遠方まで汚染した

ストロンチウムは気化点が高いのでゲル状で飛散、時間をかけて水に浸透してゆく

両者は原子炉で等量存在している

最初はセシウム汚染、数年後からストロンチウムが被曝の主役となる

毒性300倍の恐怖は水からやってくる

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
歌手安室奈美恵、急性上気道炎のため横浜アリーナコンサート途中打ち切り

　http://bit.ly/1cdn7ej

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
福島、癌の発症率は61倍に上昇！国立癌研究センター長！
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=303824 …

http://j.mp/1ErOEpn
https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY
http://bit.ly/1csolYX
http://bit.ly/1cdn7ej
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=303824


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
「これは間違いなくホロコーストです...全てが隠蔽された非常に、非常に恐ろしい...私
の家族は「洗脳されている」

甲状腺癌のために、既に85人の子ども達が手術を受けていた、癌を有することが疑わ
れる113人の子供がいます。子供達が癌を発症したとき、それは非常に迅速に進行する

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
徳島で測定、セシウム汚染がはっきりと出た唯一の事例は「ホームセンター購入腐葉

土を使用した畑の土壌」　http://bit.ly/1pwAp0R

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
【埼玉】春の熱中症が急増　５月の搬送、前年の２倍以上

春は暑さに体が慣れておらず比較的低い気温でも熱中症にかかる可能性があるとして

、県は注意を呼びかけている。

相変わらず馬鹿げた注意をしているけど、熱中症の原因は気温だけじゃない。

光化学オキシダントはまるでなかったかのよう。

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
福島事故はチェルノブイリに比較して悪い点が多すぎる。事故の規模にMOX燃料。そ
して、海に近くでメルトダウンしたことによる硫酸塩の大量放出とトリチウム。

工場がたくさんある工業国だったことで、空気中にも硫酸塩が多量に…。これらが電
気陰性度の高い凝結核としていろんなものを集める。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
あちこちで湿度が上昇してきました。

また The FOGがくるのかも。

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 24 時間 24 時間前 
名無し：05/08 22:23 ID:-
海洋速報のHP見たんだけど、三陸沖のあたりだけ異様に高いね。

http://bit.ly/1pwAp0R


大丈夫ですか？ 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/596829836808589312/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=z6IktGdMkmA
【MAD】月光条例　Moonlight Act 【神話　爆風スランプ】

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 9時間 9時間前 
1992年にブラジルサミット。アジェンダ21という行動計画。
最大の環境問題は、人口問題

その人口（70億）、適正人口は10億人だ、
では60億人は、処分するべきだと、はっきり言っている。
その為にワクチンを打つのだ、と。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7ca75d0e239e87a00af58984db204f1b …

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 4月18日 
bun_2011 
なにげなく報道しているが

「放射能と暮らす」すごいタイトルだ。

finalcut0011 
もうどこまでも外道。 
ominoring 
これはヤバイと思った。 愚民化にもほどがある。

sawaさんがリツイート 
レイ @3104rei228 
· 3月24日 
同居していたから家族は7人中2人、子供は3人中1人が東京を離れた。判断材料は人そ
れぞれだが、東日本で無傷な人間はいないはず。症状が出ていない(わかっていない)人
達がまだまだたくさんいるのをTL眺めていて感じている。

https://www.youtube.com/watch?v=Os-QZs1Z89I

https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/596829836808589312/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=z6IktGdMkmA
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7ca75d0e239e87a00af58984db204f1b
https://www.youtube.com/watch?v=Os-QZs1Z89I


ushio tora 【MAD】

戸谷真理子さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5月8日 
１＜悪夢の超特急リニア中央新幹線＞　「書店に並ぶ直前に、３０００部全部裁断さ

れてしまった」4/13樫田秀樹氏　岩上安身氏インタビュー
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4229.html …

Gamera: Guardian of the Universe - The Myth 
https://www.youtube.com/watch?v=CyLAGGwQtrY

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
東宝は今こそゴジラ映画を復活させるべきじゃないか。原水爆に対する強烈なアン

チテーゼがテーマであったゴジラシリーズ。福島原発事故でゴジラが誕生して日本を

破壊する・・・　Godzilla - Extended Look [HD] 　http://youtu.be/64c6VLNJQiE

https://www.youtube.com/watch?v=LGgSPWiACLg
【作業用BGM】ゴジラのテーマ集【Theme From Godzilla】

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月10日10:25
札幌の水源地をフクイチブルー（おそらく放射性コバルト色）の異様に濃密そうな雲塊が強襲し

ていった今朝…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月10日10:37

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4229.html
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貧血感。

異様睡魔。

昏倒寸前の目眩。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月10日14:43
気絶しそう。(∋_∈)
頭蓋骨バカっと割れそう。(T_T)
骨膜炎？みたいな炎症感。

(・ω・;)(;・ω・)
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（５月10日）

http://85358.diarynote.jp/201505102141536788/

鉄子の送り火…（－－；）…
2015年5月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8
鉄子の旅OP

東海道線と、

横須賀線と、

中央線と、

大阪環状線が、

同時に止まってるって…、

何処の後進国のインフラ整備だよ…？
…（〜〜＃）…

特務機関NERV @UN_NERV 

http://85358.diarynote.jp/201505102141536788/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150510/85358_201505102141536788_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8


· 3時間 3時間前 
【高崎線 運転再開 2015年5月10日 20:21】
神保原駅構内で発生した架線支障の影響で、運転を見合わせていましたが、20:04頃、
運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 4時間 4時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転再開 2015年5月10日 19:04】
横浜駅で発生した人身事故の影響で、品川〜横浜駅間の上り線の運転を見合わせてい

ましたが、18:53頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています
。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 4時間 4時間前 
【中央線(快速)[東京〜高尾] 運転再開 2015年5月10日 18:49】
日野駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、18:35頃、運転を
再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 4時間 4時間前 
【中央本線[高尾〜大月] 運転再開 2015年5月10日 18:49】
日野駅で発生した人身事故の影響で、上り線の運転を見合わせていましたが、18:35頃
、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 5時間 5時間前 
【横須賀線 運転再開 2015年5月10日 18:21】
東海道本線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、18:15現在
、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 5時間 5時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2015年5月10日 18:21】
東海道本線内で発生した人身事故の影響で、新宿〜大船駅間の運転を見合わせていま

したが、18:15現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れや運転変更が出てい
ます。



特務機関NERV @UN_NERV 
· 5時間 5時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2015年5月10日 18:05】
東海道本線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、17:52頃、
運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

https://www.youtube.com/watch?v=zEz3Deao5p8
坂本龍一 ぽっぽや 鉄道員

和泉府中のちゅもたんヾ( �ω� )ﾉ @chumotte · 5時間5時間前 
【大阪環状線】天王寺駅にてお客様が線路に降りられたため防護無線を発報中です。

スタフの人 @achiha1923 · 5時間5時間前 
只今、大阪環状線 新今宮駅の線路内に人が立ち入ってる為、防護無線が発報されてい
ます。

和泉府中のちゅもたんヾ( �ω� )ﾉ @chumotte · 8時間8時間前 
【大阪環状線】

・天王寺駅での旅客転落による防護無線受信

・大和路線内飛来物の除去

・奈良線内信号確認の遅れ列車の接続

・JR京都線内人身事故による特急遅れ
のため現在遅れが出ています。

和泉府中のちゅもたんヾ( �ω� )ﾉ @chumotte · 8時間8時間前 
【大和路線・大阪環状線】各種要因のため、5〜30分の遅れが出ています。振替輸送を
実施しています。

【JR京都線】岸辺駅にて人身事故発生のため、吹田〜高槻間の運転を見合わせてい
ます。

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章

特務機関NERV @UN_NERV 
· 23時間 23時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=zEz3Deao5p8
https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU


【中央線(快速)[東京〜高尾] 運転再開 2015年5月10日 0:33】
御茶ノ水〜四ツ谷駅間で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、

00:20頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 23時間 23時間前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2015年5月10日 0:33】
水道橋〜御茶ノ水駅間で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、

00:20頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 23時間23時間前 
大阪環状線で信号トラブル　３６本運休、３万人に影響

http://t.asahi.com/hqo1
朝日新聞(asahi shimbun） 
大阪環状線で信号トラブル　３６本運休、３万人に影響：朝日新聞デジタル 
９日午後７時４８分ごろ、ＪＲ大阪環状線の芦原橋—今宮間にある信号機のうち１基

が赤から切り替わらなくなった。その後、別の１基にも異常が生じた。このため、内

回り電車が徐行運転し、計３６本が運休（部分運休...

https://www.youtube.com/watch?v=tm-13w8HbcE
鐵道員 終章

charley @charleycharley7 · 23時間23時間前 
5月9日(土)の急病人(20人)ツイート

中央線x3
山手線x2
京浜東北線x2
東武東上線

東急東横線

東西線

半蔵門線

京急線

埼京線

総武線x2
東海道線

http://t.asahi.com/hqo1
https://www.youtube.com/watch?v=tm-13w8HbcE


湘南新宿ライン

名鉄津島線

野田線

線不明：大井町　#急病人

＋関西と北海道で3人。
大阪環状線

札幌駅

神戸駅

charley @charleycharley7 · 5月8日 
5月8日(金)の急病人(33人)ツイート

つづき

山手線

東急田園都市線

線不明：大宮、さいたま新都心、新宿、青山一丁目　#急病人

　＋新幹線でドクターコール。

　＋関西で9人。
大阪環状線x2
宝塚線塚口

大阪御堂筋線

兵庫明石

阪急京都線

天王寺駅

阪和線

久宝寺駅

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

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw


（５月11日）　バイト中番。４連勤の３日目。

http://85358.diarynote.jp/201505110854333821/

箱根山、市街地での地割れ噴火の可能性もある

。

2015年5月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
https://www.youtube.com/watch?v=uUYPOQyvQSM
【MAD】ushi tora 【英雄不要論序説】 

おはようございます。０８：０９です。

バイト中番。４連勤の３日目。

札幌は快晴無風。

線量は…（－－；）…高くはない…？ですが、
先月まではずっと０.０３μ台で推移していたのに、

今月に入ってから０.０４μ台から下がらなくなりました…
（－－＃）

しかしながら、

やはり札幌は「日本で一番生活しやすい」大都市圏です。

あの時、軽井沢から「実家に戻る」を選んでいたら、

今ごろは「通勤難民」でしたから…（－－；）…★
（前項＋前々項参照）

特務機関NERV @UN_NERV 
· 24 分 24 分前 
【京浜東北・根岸線 運転見合わせ】
JR京浜東北・根岸線は、午前7時30分すぎに根岸駅で起きた人身事故の影響で、現在、
大宮駅と大船駅の間の全線で運転を見合わせています。

http://nerv.link/itrMBa

…これが停まったら、実家からはどこへも出かけられない…
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=lpytHbTQS2s

http://85358.diarynote.jp/201505110854333821/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505110854333821/
https://www.youtube.com/watch?v=uUYPOQyvQSM
http://nerv.link/itrMBa
https://www.youtube.com/watch?v=lpytHbTQS2s


【MAD】月光条例【神話】

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1時間 1時間前 
なぜか気象庁に表示されない伊豆諸島M5.6
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …
無感のはずはないが

今朝から震災級前兆と何度も書いている

amaちゃんださんがリツイート 
火山情報 @kazan_joho 
· 2時間 2時間前 
【伊豆諸島でマグニチュード５．６の地震】

現地時間０６：２５ころ、約１９分前。震源深さ１８ｋｍ。http://tinyurl.com/lvewmca 
#地震

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel 
· 2時間 2時間前 
@tokaiamada 本日未明、伊豆沖〜八丈島〜鳥島近海でM５前後が頻発。フィリピン海
プレート、箱根と関係あるのでは？

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
【怖すぎ】箱根山の温泉で謎の黒い湯！老舗旅館でも初の事態！原因は不明！温度も

上昇！「このまま穏やかに済んでほしい」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6437.html …
これは硫化鉄だね

地下深い含鉄地層に硫化水素水蒸気が侵入し、鉄を硫化して温泉脈に噴出したんだろ

うね

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
箱根山で火山性の有感地震６回、震度２も初観測(5/10 読売新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5200.html …
いよいよだ　相当な噴火になりそうだ

噴火口が伝播し、市街地での地割れ噴火の可能性もある

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://tinyurl.com/lvewmca
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6437.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5200.html


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
＜炎上＞大阪維新の会がやらかした！目盛りを縦に引き伸ばして「有効求人倍率が急

改善しました」（netgeek）
http://netgeek.biz/archives/36446

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
リツイートしても決して表示されないツイートが存在することが分かった

なるほどツイッター社は、このように投稿制限しているのか

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
タイムラインに表示されない！

遠くのジジ　@minione150　
福島の病院で、片手がない奇形児などが生まれ始めた（病院の医療事務から直接聞き

出す） http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f3ad3 …

@neko_aiiさんから
amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
(核の難民)科学者にだまされ「島」に戻った人々の悲劇。
この「島」の悲劇が「福島」にならないように！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7e35062cdf2784eacb58407dd87145b8 …
島民には「島はもう安全だ。何も問題はない」と説明

高汚染地帯に帰還させ”遺伝的研究”
島でくらし始めた人々には、デキモノ、下痢

amaちゃんださんがリツイート 
あざらしサラダ @azarashi_salad 
· 5月9日 
「原発事故で何が怖いかというと、東京から多くの方が避難しているのにテレビでは

そうした情報が全く報道されない、それが一番怖かった」おしどりマコ

 

コメント

http://netgeek.biz/archives/36446
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f3ad3
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7e35062cdf2784eacb58407dd87145b8


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月11日8:54
０５０

８６

８６　（＾＾；）…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月11日9:01

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 12時間 12時間前 
「技術」は何のために生まれたか？

食糧の確保、生活利便性向上のため、なんて思ってる人が多いと思うが実は違う

技術は人殺しのために生まれ、他人を出し抜いて利権を得るために生まれたのであって最初から

最後まで差別と利己主義の申し子といってよい

人の幸福のために生まれたものは技術でない

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月11日）　ホームレスまで転落するほど生き延びてしまってから死ぬのはいやな
ので、バイトに逝ってきます…

http://85358.diarynote.jp/201505110903104990/

知的障害が起きる。…安いベクレ飯を食べて、
たくさん吸ったのよね。

2015年5月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
（承前）

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
行政やマスコミが報じない：林野庁発表「杉花粉のセシウム濃度」⇒裁判の有力資料

http://mak55.exblog.jp/21779198/

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
収束しない放射能汚染、群馬県ツキノワグマ肉470ベクレル、ニホンジカ肉200ベクレル、宮城県
コシアブラ440ベクレル、タケノコ110ベクレル(5/7 厚生労働省)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5199.html …
久々登場、江戸川さんの十八番

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
新日本製鐵の幹部社員

「輸出向けの鋼材については、原発事故の直後から、

相手国の強い要望で、製品の放射線検査を実施しています。

特に厳しいのが、ロシア、韓国、中国。

原発から遠い千葉の君津製鉄所で生産しているスチールにまで、

検査証明書を付けろというのです」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 

http://85358.diarynote.jp/201505110903104990/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://mak55.exblog.jp/21779198/
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5199.html


低線量被曝の症状

・免疫力低下による感染症の増加

・風邪をひきやすい

・風邪が治りづらく、重症化しやすい

・だるい

・つかれやすい

・たちくらみ

・貧血

・胸焼け

・すぐに息切れ

・手足の痺れ

・蕁麻疹・湿疹

(日本DEATHS　2013/05/09)より

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 16時間 16時間前 
2013年1月10日
千葉県在住

喘息、完治したアトピーの悪化に悩んでる。

最近は、虫に刺されたような跡や

ひっかき傷が体の広範囲に、日に日に増えていく。

免疫も下がってるせいか、なかなか治らない。

去年は足の爪が３枚はがれた。

痛くないのが不思議。

下痢症状も多い。

amaちゃんださんがリツイート 
ポンパドール @rose_ponpa 
· 12月25日 
さっき、母と電話してびっくり！

実家近所の大学生の息子さん。東京の大学進学して、長期欠席していると学校から電話があり、

駆けつけると突然死していたと。

安いベクレ飯を食べて、たくさん吸ったのよね。

両親は、朝早くから夜遅くまで職を掛け持ちして学費を捻出していただけに無念でならない。 

おまけ…ｗ



https://www.youtube.com/watch?v=ZERw9yoZpXI
千本桜をエアガンで演奏してみた

もーみなさん、発想が自由すぎます…♪　ｗｗｗｗ

amaちゃんださんがリツイート 
なかんづくドリア @thsc782_407 
· 5月7日 
水蒸気噴火の兆候が見られ、噴火警戒レベル２が出ている箱根山が話題ですが、同じ

く噴火警戒レベル２が出され、絶賛マグマ噴火中の阿蘇山に向かう産交の路線バスを

ご覧ください。 
https://twitter.com/thsc782_407/status/596343343417675776/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
まあこ ♪ @akeming3 
· 10時間 10時間前 
@tokaiamada スーパーの野菜売り場辺りにあるスタンド焼き芋は茨城産←熊本まで持
ってくるなよ。子ども達めっちゃ食べてます。なんとかしてくれ〜(´×ω×`)

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 12時間 12時間前 
書き忘れていたが、妊娠三ヶ月齢の胎児は60歳に比べて3万倍の放射線感受性があると
の報告がある

大人が5ベクレル、青少年が日1ベクレルとすれば、胎児は完全に0ベクレルでなければ
ならない

このデータをよく読み返してほしい　知的障害が起きる

http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html …

amaちゃんださんがリツイート 
白石草 @hamemen 
· 14時間 14時間前 
ビリギャルの「努力」と駅前トイレで寝泊まりするトリプルワークの女子高生の「

努力」する前提すらない貧困(井上伸) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20150508-00045523/ …

https://www.youtube.com/watch?v=ZERw9yoZpXI
https://twitter.com/thsc782_407/status/596343343417675776/photo/1
http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html
http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20150508-00045523/


さて。

ホームレスまで転落するほど生き延びてしまってから死ぬのはいやなので、

バイトに逝ってきます…



（５月11日）　なにかもういろいろ限界。お風呂に入る気力もない。

http://85358.diarynote.jp/201505112332535987/

ヨウ素剤の配布開始／表示されない伊豆諸島M６／ツイッター社
に電通が関与／自然災害が危険な都市ランキング、東京・横浜が

世界1位です。

2015年5月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

なにかもういろいろ限界。

お風呂に入る気力もない。

　（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=Z_DSq-LhOyU
The Dark Knight Theme

検索間違えたし。（＾＾；）

「暗夜」ってつもりだったんだけど…？

Lightworker @Lightworker19 
· 1 分 1 分前 
今年に入って「これから先、何があるかわからない」と、子どもを生命保険に加入さ

せようとしました。すると、甲状腺エコーの検査結果を保険会社に伝えると、後日、

「ガンに関する特約は一切付加出来ない」との結果が届いたのです。

http://amba.to/1bdCrqs

neko-aii @neko_aii 
· 13 分 13 分前 
"@maya1318：2012年4月29日
先日、空間線量が謎の急上昇をした神戸からです。

友人の呼吸器内科医と話してたら

「最近結核ではないのに血を吐く若い人が多い」と

関西は内部被曝にも

まったく無頓着な人が多いのですが

確実にいろいろな症状が出始めています。"

http://85358.diarynote.jp/201505112332535987/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=Z_DSq-LhOyU
http://amba.to/1bdCrqs


Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
チェルノブイリ＝130万ベクレル/㎡ 東京＝250万ベクレル/㎡ 以上　現在も上昇中。

戸谷真理子さんがリツイート 
rima @risa_mama117 
· 3時間 3時間前 
北海道泊村、ヨウ素剤の配布開始　原発立地、住民に-共
同http://www.47news.jp/smp/CN/201505/CN2015051101001848.html …
「北海道電力泊原発が立地する北海道泊村と道は11日、村民を対象に原発事故時に甲
状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤の事前配布を始めた。…安定ヨウ素剤の事前配布は道
内で初めて。」

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
飯舘村、草野小学校で最大値。34.42じゃなく、344.2μSv/h http://bit.ly/vBSWNA

amaちゃんださんがリツイート 
森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto 
· 6時間 6時間前 
「震災後、東電は『死んでもいい人間』を集めた」原発に潜入したジャーナリスト

http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/451.html …
「震災直後、水素爆発直後、『死んでもいい人間を集めてくれ』と東電は各社に指示

した。その際には原発の敷地内に入るときに必要な放射能管理手帳も必要なかった」

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 7時間 7時間前 
原発事故現場から200キロ以上離れた地域の子供の23%が白内障、失明。84%が不整脈
で心筋梗塞の予備軍です

amaちゃんださんがリツイート 
森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto 
· 8時間 8時間前 
日本は、奇形児の発生率が世界第２位の高さなのだそうだ。ベトナムの枯葉剤で身体

がくっついたべトちゃん・ドクちゃんの分離手術をなぜ日本でやったかというと、医

療技術が進んでいるということのほか、このような奇形の事例→経験が多いからなの

http://www.47news.jp/smp/CN/201505/CN2015051101001848.html
http://bit.ly/vBSWNA
http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/451.html
http://spiritcat.blog.fc2.com/blog-entry-504.html


だというhttp://spiritcat.blog.fc2.com/blog-entry-504.html …

War Is Over @kenshimada 
· 9時間 9時間前 
オムロン「最近、3〜40代の女性アナウンサーやタレントの脳梗塞が相次いで報告され
ています」http://matome.naver.jp/odai/2140725229965932201 …　からだの片側の
麻痺、しびれ、脱力、感覚がにぶい、ろれつが回らない、言葉が出てこない、視覚障

害

Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 
福島県の子どもの甲状腺がんは他県の7倍ではなく3850倍
http://blog.livedoor.jp/home_make-toar/archives/7438707.html ……

War Is Overさんがリツイート 
ちょこまる @cyokomaru 
· 13時間 13時間前 
乗ってた電車で急病人が出た10分後に、目の前のリーマンが倒れた。

Lightworker @Lightworker19 
· 17時間 17時間前 
さかなクンが緊急入院 http://bit.ly/TOsdol

Lightworker @Lightworker19 
· 18時間 18時間前 
私は確実に被爆をしています。症状がかなりでています。主に甲状腺が腫れたり、

鼻血 じんましん 免疫力低下などです。 自分でもびっくりするくらい体に異常が起きて
いて、あのまま関東地方にいたら、近い将来 死んでいたと医師に言われました。
　http://bit.ly/1mpHkF7

Lightworker @Lightworker19 
· 19時間 19時間前 
放射能汚染地で多発しています突然死についてセシウムが心臓の筋肉に蓄積され心筋

を破壊します。そして確実にある程度の心筋が失われ心臓が機能しなくなります！そ

して心臓発作で亡くなるのです！http://bit.ly/175lLES

neko-aiiさんがリツイート 

http://matome.naver.jp/odai/2140725229965932201
http://blog.livedoor.jp/home_make-toar/archives/7438707.html
http://bit.ly/TOsdol
http://bit.ly/1mpHkF7
http://bit.ly/175lLES


War Is Over @kenshimada 
· 3月27日 
首都圏で電車通勤してれば誰もが一度は経験し、日増しにその頻度が高まっているの

を感じるであろう #急病人 の発生。倒れる際の様子で気になる点は以下のようなもの
。

・目を見開いて倒れる

・けいれん

・突如倒れる

・本人は貧血との意識

・急に意識を失う

・吐血を伴う事例も

https://www.youtube.com/watch?v=fzHeT-Go4Zg
Dark Night of the Soul by Loreena McKennitt (with lyrics) 

戸谷真理子さんがリツイート 
かまどがま @kamadogama 
· 4時間 4時間前 
自衛隊は災害時に助けてくれると言うがH15年14号の猛烈な被害で2週間の停電が続い
た時いち早く野原岳の基地は復旧し電気がついたのが見えた。その眼下に広がる暗闇

の集落に「何かお困りですか」の一言も無かった。水も出ず道路も寸断されていた

のに。自分たちも被災したら地元は助けないよ彼ら。

neko-aiiさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 5時間 5時間前 
福島米の県外流通量、人口あたり１位東京、２位兵庫、３位沖縄、４位和歌山

http://goo.gl/TSFAL0 　兵庫は岩手産８割混ぜて「神戸育ち」と売るJA、米卸最大手で
国産ブレンド「あかふじ米」売る会社 
https://twitter.com/4_Sea_/status/569032602184626176/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 10時間 10時間前 
詳細情報を入手していないが、ツイッター社の経営に大株主として電通が関与しはじ

めているという

https://www.youtube.com/watch?v=fzHeT-Go4Zg
http://goo.gl/TSFAL0
https://twitter.com/4_Sea_/status/569032602184626176/photo/1


もし事実なら、我々のツイートが宙に消えたり、私のフォロワーが勝手に外されたり

、勝手にブロックされたりの秘密が分かる

電通こそは自民党と東京電力の代理人であり、安全デマ工作員の総本山

戸谷真理子さんがリツイート 
毎日新聞写真部 @mainichiphoto 
· 5月10日 
http://goo.gl/0JCj1d 　ここは以前、国道でした。１５年前の有珠山噴火で隆起。道路
標識がなければただの小高い山に見えます。街を変えた地殻変動も住民の記憶から徐

々に失われつつあるといいます。毎日新聞　 #災害遺構 
https://twitter.com/mainichiphoto/status/597263662978498560/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=wmRJTiTb0uI
Revenge - Dark Night of the Soul - Danger Mouse Sparklehorse 

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M2.6】津軽半島付近 深さ169.7km 2015/05/11 19:40:28
(G)http://j.mp/1zVy6e1 (Y)http://j.mp/1PBEzME

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M3.4】上川・空知地方 深さ248.4km 2015/05/11 11:07:44
(G)http://j.mp/1PcxgAb (Y)http://j.mp/1PcxgAd (アニメ)http://j.mp/1FYx6Xd

地震マップ @eq_map 
· 16時間 16時間前 
【M3.4】十勝地方 深さ182.1km 2015/05/11 06:25:12
(G)http://j.mp/1EqIois (Y)http://j.mp/1JAnot7 (アニメ)http://j.mp/1JAnm4l

地震マップ @eq_map 
· 19時間 19時間前 
【M2.9】津軽海峡 深さ127.5km 2015/05/11 02:54:59 http://j.mp/1JZtExL

http://goo.gl/0JCj1d
https://twitter.com/mainichiphoto/status/597263662978498560/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=wmRJTiTb0uI
http://j.mp/1zVy6e1
http://j.mp/1PBEzME
http://j.mp/1PcxgAb
http://j.mp/1PcxgAd
http://j.mp/1FYx6Xd
http://j.mp/1EqIois
http://j.mp/1JAnot7
http://j.mp/1JAnm4l
http://j.mp/1JZtExL
https://www.youtube.com/watch?v=5l-smZ9lUEE


https://www.youtube.com/watch?v=5l-smZ9lUEE
Ola Gjeilo Dark night of the soul Phoe 

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M1.3 11日14時15分頃発生 
(G)http://j.mp/1IbW1Xt (気象庁)http://j.mp/1KWn1dm

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
【M5.0】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 18.1km 2015/05/11 09:03:58 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1K0iQQe (USGS)http://j.mp/1IslhdU

地震マップ @eq_map 
· 15時間 15時間前 
【M4.4】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 21.9km 2015/05/11 06:57:56 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1GY7fuN (USGS)http://j.mp/1GY7gi4

地震マップ @eq_map 
· 15時間 15時間前 
【M2.7】伊豆大島近海 深さ115.9km 2015/05/11 07:33:40 http://j.mp/1HbqGWn

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 16時間 16時間前 
なぜか気象庁に表示されない伊豆諸島M5.6
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …
無感のはずはないが

今朝から震災級前兆と何度も書いている

地震マップ @eq_map 
· 16時間 16時間前 
【M5.6】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 18.0km 2015/05/11 06:25:46 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1EqK4bD (USGS)http://j.mp/1FehQXw

地震マップ @eq_map 
· 16時間 16時間前 
【M4.7】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 25.6km 2015/05/11 02:18:02 JST[UTC+9]

http://j.mp/1IbW1Xt
http://j.mp/1KWn1dm
http://j.mp/1K0iQQe
http://j.mp/1IslhdU
http://j.mp/1GY7fuN
http://j.mp/1GY7gi4
http://j.mp/1HbqGWn
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://j.mp/1EqK4bD
http://j.mp/1FehQXw


(G)http://j.mp/1QzpiOF (USGS)http://j.mp/1EqEo1p

地震マップ @eq_map 
· 20時間 20時間前 
【M5.1】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 10.0km 2015/05/11 02:14:31 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JZpIgL (USGS)http://j.mp/1H7Z1Tk

地震マップ @eq_map 
· 20時間 20時間前 
【M4.7】伊豆諸島東方はるか沖 深さ114.0km 2015/05/11 02:14:40
(G)http://j.mp/1zQslhb (アニメ)http://j.mp/1zQsiSy

地震マップ @eq_map 
· 20時間 20時間前 
【M4.3】伊豆諸島東方はるか沖 深さ84.1km 2015/05/11 02:08:30
(G)http://j.mp/1JZnfTo (アニメ)http://j.mp/1JZniyG

地震マップ @eq_map 
· 20時間 20時間前 
【M4.8】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 10.0km 2015/05/11 02:08:15 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JZoJwS (USGS)http://j.mp/1JZoJwU

地震マップ @eq_map 
· 20時間 20時間前 
【M5.3】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 10.4km 2015/05/11 01:54:42 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1PzSkvg (USGS)http://j.mp/1JZolP6 

War Is Overさんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi 
· 21時間 21時間前 
自然災害が危険な都市ランキング、東京・横浜が世界1位です。
　http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYEA2R03K20140328 …

https://www.youtube.com/watch?v=JSymJl1czYs
Philip Wesley - Dark night of the soul 

http://j.mp/1QzpiOF
http://j.mp/1EqEo1p
http://j.mp/1JZpIgL
http://j.mp/1H7Z1Tk
http://j.mp/1zQslhb
http://j.mp/1zQsiSy
http://j.mp/1JZnfTo
http://j.mp/1JZniyG
http://j.mp/1JZoJwS
http://j.mp/1JZoJwU
http://j.mp/1PzSkvg
http://j.mp/1JZolP6
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYEA2R03K20140328
https://www.youtube.com/watch?v=JSymJl1czYs


Lightworker @Lightworker19 
· 19時間 19時間前 
アカシャ警告！中国で１億人規模の大災害を予告？ http://bit.ly/tlQwAZ

…あぁ…（＾□＾；）…

エルが「中越国境西方」を「抑えて」るのって…
そういう「地理的必然性」…（－－；）
http://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php

https://www.youtube.com/watch?v=R8npio8dFGU
The Dark Knight- Joker’s Memories(AU) 

戸谷真理子 @irukatodouro 
· 2時間 2時間前 
残業代ゼロ法案について色々調べてみたら、ブラック企業の合法化法案でした。残業

代だけの問題じゃない。労働基準法を実質的に廃止する法案でした。 - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/817306 @togetter_jpさんから

War Is Overさんがリツイート 
和牛 @Everneny 
· 2月15日 
体調を壊し、数日だけ"有給"っていう裏技を使って休むことにしたのだが、上司から珍
しくお見舞いのメールが来た。

「体調を壊して休むという話を聞いた。ゆっくりして早く治してくれ。あと急ぎでは

ないから、これを今日か明日までにやっておいてくれ」

いつもと一緒じゃねぇかｗww

https://www.youtube.com/watch?v=YhMddqJPWnA
Mortimecya - Dark Night Memories (Mørk Natt Minner)
 

http://bit.ly/tlQwAZ
http://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php
https://www.youtube.com/watch?v=R8npio8dFGU
http://togetter.com/li/817306
https://www.youtube.com/watch?v=YhMddqJPWnA


（５月12日）　バイトは遅番。４連勤の最終日。

http://85358.diarynote.jp/201505120902504001/

to B？ or not to B？
2015年5月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
＜前項「ヨウ素剤の配布を開始…」参照してくださいね。
（－－；）

おはようございます。０８：５１．

バイトは遅番。４連勤の最終日。

（－－；）

明日から「勝手にＧＷ連勤の代休」３連休…！
…だった、はずなのですが…（－－＃）

今朝になって天気予報が、今夜から明日にかけて降水確率９０％！

とか…（ＴへＴ；）…

楽しみにしていた終日外遊び！の予定が大崩壊です。

（；へ；）

気分で音楽はこれになりました…☆
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time 

しょーがない。（－－；）マジで降ってたら、あしたは「プランＢ」だな…★

カラパイア @karapaia 
· 20時間 20時間前 
【RT500UP】 今この瞬間は一度しかない。幸せな人生を送るために諦めてはいけな
い25のこと。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52161579.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/597618400953704449/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-2U

http://85358.diarynote.jp/201505120902504001/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201505120902504001/
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52161579.html
https://twitter.com/karapaia/status/597618400953704449/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-2U


Ｚ．刻をこえて

 



（５月12日）　移住した人を紹介する時、「震災後に人生を見つめ直し都会を離れる
ことを決めました」みたいな綺麗事に置き換えるよね。「原発事故による放射能で東京
が汚染され被曝を避けるため」とは絶対言わない

http://85358.diarynote.jp/201505120940129448/

【悲報】救急車の有料化案が浮上！／…住んでていいのかな…？

2015年5月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=fulDQD4KwHA
機動戦士ガンダム　シャアが来る 

（前々項参照）

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M3.4】北海道東方沖 深さ1.8km 2015/05/12 07:15:21
(G)http://j.mp/1cKw8me (アニメ)http://j.mp/1cKwb1k

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M3.0】根室半島沖 深さ57.0km 2015/05/12 07:11:41
(G)http://j.mp/1cKvdCe (アニメ)http://j.mp/1cKvaXa

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M4.3】日高山脈 深さ67.3km 2015/05/12 05:07:40

http://85358.diarynote.jp/201505120940129448/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150512/85358_201505120940129448_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150512/85358_201505120940129448_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150512/85358_201505120940129448_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fulDQD4KwHA
http://j.mp/1cKw8me
http://j.mp/1cKwb1k
http://j.mp/1cKvdCe
http://j.mp/1cKvaXa
http://j.mp/1Ixqwar
http://j.mp/1IxqteN
http://j.mp/1G0yEjA


(G)http://j.mp/1Ixqwar (Y)http://j.mp/1IxqteN (アニメ)http://j.mp/1G0yEjA

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M3.4】十勝地方南東沖 深さ85.0km 2015/05/12 04:46:59
(G)http://j.mp/1HdaFPC (アニメ)http://j.mp/1G0vRGY

…しかし沖縄では「地震と台風がいっぺんに」来ている…
||||（＠＠；）||||

https://www.youtube.com/watch?v=RTuIOVnvw3s
颯爽たるシャアを長くしてみた

cmk2wl @cmk2wl 
· 8 時間 8 時間前 
フォールアウトと、

スカイシャインと、

放射性硫黄を含んだ、

トリチウム水蒸気のカルテット。

地形による影響が極めて大きいトリチウム。

火山たんさんがリツイート 
時事コム東日本大震災 @i_jijicom_eqa 
· 12時間 12時間前 
大涌谷の隆起、南西に移動＝「だいち２号」観測−国土地理院 http://i.jiji.jp/jc/forward?
g=eqa%26k=2015051100854%26utm_source=twitter%26utm_medium=eqa%26utm_campaign=twitter
… #jishin #jisin

火山たんさんがリツイート 
Ｔ．INOKUCHI / 井口　隆 @nied_inok 
· 14時間 14時間前 
台風6号は関東地方に接近するコースが予測されて、豪雨による地すべり発生にも警戒
が必要だろう。また地すべりに伴う水蒸気爆発の事例も過去にあるので、その点も注

意が必要。下記は温泉地で起きた澄川地すべりの調査報告。箱根の事例も紹介してい

る

http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/34/34.pdf …

https://www.youtube.com/watch?v=ljXFL4dyDIk
Gundam Wing Opening 1 (HD) 

http://j.mp/1HdaFPC
http://j.mp/1G0vRGY
https://www.youtube.com/watch?v=RTuIOVnvw3s
http://i.jiji.jp/jc/forward?g=eqa%26k=2015051100854%26utm_source=twitter%26utm_medium=eqa%26utm_campaign=twitter
http://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_natural_disaster/pdf/34/34.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ljXFL4dyDIk


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1時間 1時間前 
日本国家は本当に崩壊する

安倍晋三が自分の名誉のためだけに海外に垂れ流した国民資産は国家予算2年分
http://ameblo.jp/rabirabiusapon/entry-11957929402.html …
インフレ政策で円安が進み輸入品価格は3割上がった
こんなものではすまない

もし再び国内巨大地震が起きたら輸入品価格は10倍以上になる

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
「日本は終わった」

これが見えない人は盲目

アホノミクスのせいで

すでに輸入食料が2割以上上がった
もうすぐ石油も暴騰、本当のハイパーインフレがやってくる

日本国民の資産を安倍晋三が勝手に海外に垂れ流し、黒田が価値を数分の一以下に毀

損してしまった恐ろしさを思い知るだろう

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
【悲報】救急車の有料化案が浮上！財務省が軽症者対象に検討開始へ！フランスで

は30分3万円超に！
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6452.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
３＜リニア残土問題＞「穴を開けて膨大な量の土が出て、持って行き方が場当たり

的で、最終責任も考えられていない」〜静岡県最北部の南アルプス　4/13樫田秀樹氏　
岩上安身氏インタビュー

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4241.html …
原発と同じで廃棄物は「未来に委ねる」わけね

War Is Over @kenshimada 
· 8時間 8時間前 
「耳」と検索し始めたところですでに「耳から血」と項目が出るんだな・・・

War Is Overさんがリツイート 
NASokiK @ge3QD6psnqThIXu 

http://ameblo.jp/rabirabiusapon/entry-11957929402.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6452.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4241.html


· 10時間 10時間前 
救急車を呼ぶのは大抵患者本人ではなく周囲の人だから、有料にすると万一の請求を

恐れて急病人を見かけても放置するケースが増えそう。 http://nico.ms/nw1585435
#niconews

War Is Overさんがリツイート 
みんな幸せになぁれ @minna521siawase 
· 10時間 10時間前 
RTしないけど…今度は
『咳したら血の味』Tweetが流れてきました。
『耳から血』『口の中に血豆』に続いて見る症状。

『鼻血』は初期段階だったのかもしれない。

これ迄、原発事故を気にしていなかったような

若いアカウントさん達のように感じます。

どうか調べて友達に伝えて

War Is Overさんがリツイート 
十全外人大庭亀夫 @gamayauber01 
· 12時間 12時間前 
日本で友達になった農家の人たちは、ひと畝だけまともな「人間が食べても大丈夫な

」作物を作って、それを農家同士で交換していた。「残りの出荷畝とどう違うの？」

と訊くと指定されただけの農薬肥料を使わないと翌年の種子をもらえないそうで「あ

んなに農薬肥料をまいた野菜じゃ食べたら死ぬ」とｗ

War Is Overさんがリツイート 
高野 洋 / 反戦・反核・反自民改憲 @takano_hiroshi_ 
· 12時間 12時間前 
低気温のエクスタシーbyはなゆー: 【ビッグデーター】グーグル・トレンドで「急病人
」を検索するととんでもないグラフが表示される http://alcyone-
sapporo.blogspot.com/2015/03/blog-post_45.html?spref=tw …

amaちゃんださんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 18 時間 18 時間前 
宮城南部の子供の尿検査結果①

食材を選ばない子と、地元産を食べる子の尿から高めのセシウム。

しかし食材を選んで、給食拒否で弁当の子も不検出ではない。

住んでていいのかな？ http://goo.gl/1PFRS5
　

amaちゃんださんがリツイート 
石川早生 @nomoretokyo 

http://nico.ms/nw1585435
http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/03/blog-post_45.html?spref=tw
http://goo.gl/1PFRS5


· 5月10日 
東京から西日本に移住して新しいライフスタイルを実現した人をメディアが紹介す

る時、「震災後に人生を見つめ直し都会を離れることを決めました」みたいな綺麗事

に置き換えるよね。「原発事故による放射能で東京が汚染され被曝を避けるため」と

は絶対言わないよね。

amaちゃんださんがリツイート 
石川早生 @nomoretokyo 
· 5月9日 
何も調べないし勉強しないから妻が子供を連れて避難した理由がピンと来ない、とい

うだけでなく、そのピンと来ていない状態のまま妻子を連れ戻そうと必死になり、さ

らには仕送りを止めたり離婚届を突き付けたりするということまで何の根拠も持たず

にできてしまう夫の精神構造をむしろ疑うべきだと思う。

neko-aiiさんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 
· 5月3日 
@onodekita 
https://twitter.com/emiyu___72/status/593271584544067585/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani 
· 4月14日 
@ghostsitsbehind もう手遅れです。普通に若い人が鼻や口、耳から血が出てます。怪
我もないのに多発してますので一部の人は被曝の初期症状でしょう。この気象も気に

なります。放射線が電磁波なので…
覚悟を決めなければなりませんね。

https://www.youtube.com/watch?v=BxOIIfqyMGc
Lonewolf - Cult of Steel

https://twitter.com/emiyu___72/status/593271584544067585/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=BxOIIfqyMGc


（５月12日）　まぁフィルっちがいる限り、スタッフは次々と、辞め続けるよな…

http://85358.diarynote.jp/201505121054389551/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日16:26
別件。(-_-#)
まぁフィルっちがいる限り、

スタッフは次々と、

辞め続けるよな…┐(’〜`#)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日16:30
ちなみに今日は病欠者が３人。

(-"-;)

…札幌も、
水道水や回転寿司の摂取者は、 

どんどん死んでいきますね…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日16:48
水道水を飲んでる人かどうか、

てか、

「脱被曝」してる人かどうか、

一目で判別できるぐらい、
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今週に入ってから、

異様に体調が悪そうな人。

が増えた…ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日21:42
本日まごうかたなきバイトぷち厄日(-"-;)でございましたが、
 
Ｍ７地震を連発で！(・_・;)！くらったネパール関係者に比べたら、モンクなんか言えない…
(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日12:00
Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 
これらネガティブな感情のとき、DNAが十分働かないので病気になります。すべての病気の原
因は、これらのネガティブな感情からくるものです。そういうネガティブな環境からは離れまし

ょう。「宗教」、「競争」、「憎しみ」、「嫉妬」のような感情と、それを作り出す人間関係か

ら離れましょう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日20:59
Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
ここの所、頭がボーっとして考えがまとまらない。頭にもやがかかったような感じになる。 昨夜
は非常に強い寒気がして仕方がなかった。昨日は買い物に出たが埃が出やすい商品の所では頭が

痛くなった。「放射能とともに生きている記録」http://bit.ly/1djX9ee

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
ロガノフスキー氏らの研究チームが11歳から13歳までの被曝した子供たち100人を被曝していない
子供たち50人と比較したところ、とくに左脳に変化が生じていることがわかった。
　http://bit.ly/1vxraAn

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月12日）　「正社員も非正規並みの待遇にすれば格差はなくなる」。

http://85358.diarynote.jp/201505122358148709/

国の言葉を信じた母親が体によかろうと思い魚を食べさせていた

…

無知は死を招くのみ。

2015年5月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=tuGcd-QhQqQ
Back To Titanic - [2] An Irish Party In Third Class 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
早朝のツイート

朝から猛烈な耳鳴り　たぶん台風接近によるものだろうが

夜中、突然、動悸が高揚して寝られなくなったり、何か異様な体感がある

地震発生は止まっている　地盤吸い上げ効果で気圧が下がると地震が起きにくくなる

　通過後は怖いぞ

→　台風に騙された　ネパールM7．5

http://85358.diarynote.jp/201505122358148709/
http://85358.diarynote.jp/201505122358148709/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505122358148709/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150512/85358_201505122358148709_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=tuGcd-QhQqQ


火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
北海道南西部の内浦湾には、噴火湾って別名があるんだよ。北海道駒ヶ岳や有珠山な

どの火山が周囲に多いことから名付けられたんだよ。とても丸い湾なんだけど、ここ

自体はカルデラなどでは無いんだって。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
昨日11日、八丈島近海で７回の地震
マグニチュード5.3　M4.8　M5.1　M4.7　M5.6　M4.4　M5.0　気象庁は陸で震度が観
測されないと、公表しない。ちょうどプレート境界部。火山活動と関係していそうな

震源域。

amaちゃんださんがリツイート 
あーちゃん @athliajp 
· 11時間 11時間前 
@tokaiamada 東京・渋谷から、少し遠慮してたが、PC遅延・異常が凄まじい。今朝も
朝焼けを視認。恐らくは箱根の噴火。観光業の風評被害がと言うが、噴火したらどう

する。死んだら一緒。台風の影響もあるが耳鳴り・体感も震災級。恐らく通過後に発

振する。

https://www.youtube.com/watch?v=Z_CsykS5YHI
An Irish Party Third Class original (HQ) 

特務機関NERV @UN_NERV 
· 8分 8分前 
【ＪＲ横須賀線 全線で運転再開】
JR横須賀線は、神奈川県内で起きた人身事故の影響で、東京と久里浜の間の全線で運
転を見合わせていましたが、午後11時5分、全線で運転を再開しました。
http://nerv.link/WcR17a

特務機関NERV @UN_NERV 
· 36分 36分前 
【成田線[佐倉〜成田空港・銚子] 運転見合わせ 2015年5月12日 22:45】
22:33頃、酒々井〜成田駅間で発生した人身事故の影響で、佐倉〜成田駅間の運転を見
合わせています。

https://www.youtube.com/watch?v=Z_CsykS5YHI
http://nerv.link/WcR17a


姉の地元と、

母の地元…（－－；）…

ていうか逆に、いま関東で、

「まともに動いている」交通機関がはたして存在するのか…？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=R1CW9ZoouA0
Titanic Jack’s Death and Come Back Scene 

Lightworker @Lightworker19 
· 42分 42分前 
【拡散】k2cyan 千葉市内と東葛地域で死亡事故急増　抑止へ白バイ集中投入　千葉
県警 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/region/news/13418/chb13041822020006-n1.htm ……

War Is Over @kenshimada 
· 4時間 4時間前 
急病人は貧血ぽい症状を起こしている人が多いらしい。特に若い人。

amaちゃんださんがリツイート 
いっちゃん @icchan_tw 
· 4時間 4時間前 
最近乗る電車でしょっちゅう急病人のために電車が止まる。。今月3度目なう

War Is Overさんがリツイート 
ちりがみ @chirigami08 
· 15時間 15時間前 
また電車乗ってるとき貧血？っぽくなって倒れたところをサラリーマンに助けられた

らしい( º＿º ) 気づいたらイス座ってた…

跡部 @atbatb888 
· 16時間 16時間前 
自分でも何があったかよく分からないんたけど腹痛すぎて電車内で倒れたっぽい

https://www.youtube.com/watch?v=6uo2VDyoeS0

https://www.youtube.com/watch?v=R1CW9ZoouA0
http://sankei.jp.msn.com/region/news/13418/chb13041822020006-n1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6uo2VDyoeS0


People Who Died on the Titanic 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 
郵便局のサイトに、こんなのあった

「 国際郵便： 東日本大震災における放射線の影響について。日本からの国際郵便物に
ついて、一部の外国において放射能検査が実施されているケースがあります

」http://www.post.japanpost.jp/int/information/2011/0331_01.html …

戸谷真理子さんがリツイート 
国連人権理事会特別報告者bot @kokurenjinken 
· 2時間 2時間前 
学校で配布された副読本などの様々な政府刊行物において、年間100 mSv 以下の放射
線被ばくが、がんに直接的につながるリスクであることを示す明確な証拠はない、と

発表することで状況はさらに悪化したのです。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
１０００ｍの山を100回歩いてから２０００ｍの山を10回歩け
それで、やっと３０００ｍの入口に立てる

GWの山は突然、厳冬期に激変する
それなのに夏山のような軽装備で中高年が気楽に入山してくる

晴れてればハイキングだが、暴風雪が吹けば真の地獄になる

無知は死を招くのみ　怖いんだぞ

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】tokaiama 千葉県柏市の大堀川・昭和橋近くが高放射線量で立ち入り禁止に、
複数地点で1μSv/h超

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
娘の同級生のお母さんが今年始めに突然亡くなられました。 千葉の市川市です。
　http://bit.ly/1b5WF7L

War Is Over @kenshimada 
· 6時間 6時間前 

http://www.post.japanpost.jp/int/information/2011/0331_01.html
http://bit.ly/1b5WF7L


竹中平蔵氏「格差が広がっている。だから、正社員も非正規並みの待遇にすれば格差

はなくなる」 http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5564.html …・・・つまり、正社員サ
ラリーマンも非正規に落として、人身売買産業の奴隷にしたいって意味ね。

戸谷真理子さんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi 
· 10時間 10時間前 
貧しい者に高等教育を与えることに、福沢諭吉は猛反対していた。恐るべきは「貧

知者」である、と警戒していたのだ。特権階級を脅かすからである。今日、努力して

も教育も受けられない貧困の蔓延は、個人的な悲劇にとどまらず、階級の再固定化に

つながる。http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20150508-00045523/ …

amaちゃんださんがリツイート 
かえで @kaede5014 
· 12時間 12時間前 
原発事故備え：村民へのヨウ素剤事前配布開始　北海道泊村 http://smar.ws/EYFdl

amaちゃんださんがリツイート 
黒木睦子 @mutsukuroki 
· 5月11日 
「安全だから」その言葉の意味は…　
RT@kazusan41932975　水俣病では、お箸も持てなくなった弱った子供に
（略）国の言葉を信じた母親が体によかろうと思い魚を食べさせていた。そして悪化

して亡くなった子供がたくさんいる 。

https://www.youtube.com/watch?v=xWqvsX5D_r8&spfreload=1
THE TITANIC VICTIMS - REAL PICTURES

https://www.youtube.com/watch?v=rwLl5nY5WPI&list=PL3ZoMaFW_RJ-987sNRNNpY6K_v-
2u3xqC
Nearer, My God, to Thee
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2015年5月13日0:00
新潟の線量グラフに注意！

天使と悪魔（脱原発に一票） 102280228 @So · 4月19日 
@IzumidaHirohiko 
病院のレントゲン室は立ち入り禁止。

福島はレントゲン室より危ないのに

復興の為名の下で、命を捨てる政策、そして汚染のゴミを全国に散らかす。

勿論、新潟県も原発ゴミは地元で埋める事でしょうね？！

新潟県も線量が高い、子供や水道水の検査願う。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日0:22
バナニア @banania1029 · 5月4日 
作業中の事故が、前年度をはるかに上回る勢いで発生しているとも。廃炉作業が手付かずでこの

状況。なぜアンダーコントロールと言えるのだろう

“@Before__wind: フクイチの作業員の方がタンク内に落ちた後に亡くなられたらしいです。
http://www.bbc.com/news/world-asia-30892730 …”

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


（５月13日）　【コーラの恐怖】日本のコーラの発ガン性物質は、カリフォルニア
の18倍『コーラもペプシも飲めなくなる話』

http://85358.diarynote.jp/201505131207303573/

脳腫瘍など致命的な健康被害をもたらす…アレルギーの原因なん
です…「いつ逃げるんですか？」

2015年5月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

…おや…？
カミサマが、全然知らない曲を、プレゼントしてくれましたよ…？
https://www.youtube.com/watch?v=inwCqSF7GVI
Sangit Om - Heaven - Helpful Friends 

Lightworker @Lightworker19 
· 30 分 30 分前 
放射能汚染　　親戚からもらった　茨城のお魚が　８６.２５ベクレル
　http://amba.to/1D6cMzi

Lightworker @Lightworker19 
· 51分 51分前 
放射能防護服を着ての農作業 

http://85358.diarynote.jp/201505131207303573/
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https://twitter.com/Lulu__19/status/573118218790817792/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 
· 1 時間 1 時間前 
@cmk2wl 
豊橋市：下水汚泥の放射性物質測定

ヨウ素 10ｂｑ/ｋｇ　セシウム137 1ｂｑ/ｋｇ
http://www.city.toyohashi.lg.jp/3836.htm

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
２ヶ月前から、全身皮膚炎の患者さん。皮膚科のステロイドが効かない。いろいりお

聞いてみると山菜をどっさり食べていた！　http://bit.ly/LvbBVc

War Is Over @kenshimada 
· 2時間 2時間前 
電車内で急に倒れた人たちのツイートを見ていくと、貧血というのが多い。つい5年前
を考えてみると、貧血になっても倒れるまでの症状は稀だったと思う。

「チェルノブイリ」「再生不良性貧血」でググってみると色々分かると思います。

火山たん @volcano_tan 
· 3時間 3時間前 
火山灰の恐怖は呼吸が大変になることだけじゃないんだよ。例えば、建物の屋根の上

に火山灰が降り積もると、重さで建物が倒壊することもあるんだよ。そんな事は無い

と思うかもしれないけど、火山灰って小さな岩石だから、それが大量に屋根に乗ると

…塵も積もれば山となる、なんだよ。

amaちゃんださんがリツイート 
シナトラ・ベイシー @SINATRA_BASIE 
· 4時間 4時間前 
『彼らは、「微量」と呼んでいます。私は７ベクレル/立方メートルを「微量」とは呼
びません…』 RT @tokaiamada: ガンダーセン：著しい量の福島放射能が西海岸で検出
・予測より30倍悪化・猛襲の始まり(ENENews)
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/759.html …

Lightworker @Lightworker19 

https://twitter.com/Lulu__19/status/573118218790817792/photo/1
http://www.city.toyohashi.lg.jp/3836.htm
http://bit.ly/LvbBVc
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/759.html


· 4時間 4時間前 
富士山のマグマだまりにひび・・静大の小山教授が指摘 http://bit.ly/vatILC

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5時間 5時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
昨日のネパールの巨大地震の揺れが

プレート通じて、日本の各地に影響してるので、注意した方がいいですね。

特に影響を受けてるのは、神奈川県小田原付近と、3.11震源域の宮城県東方沖
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598059935713263616 …）

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
台風通過後に突然気圧が上昇し、吸い上げていた地盤を一気に解放、地殻に強烈な気

圧トリガーが作用する

大きな低気圧通過後には大きな地震が発生する

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
首都圏の人は全員被曝しています　http://amba.to/1ru6dD4

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
「下痢をおこさせ、急性の白血病やガンにして、じわじわと地獄の底へひきこむの

です。」

「やっと希望をみつけだして生きようとする人たちを逃さないのです」はだしのゲン 
https://twitter.com/cmk2wl/status/598220334161006593/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
免疫力は腸内環境が握っている。腸内がセシウムでめちゃくちゃになると免疫力が落

ちアレルギー体質になるだろう。私はストレスから胃が切れて血が吹き出した時、腸

内環境がめちゃくちゃになって鯖アレルギーになった。放射能でも同様なことが起き

ると容易に想像できる。

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 

http://bit.ly/vatILC
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598059935713263616
http://amba.to/1ru6dD4
https://twitter.com/cmk2wl/status/598220334161006593/photo/1


放射線の一回目の細胞のヒットがひきがねとなって、10-15時間の修復モードに入った
細胞が、放射線に脆弱な修復中に2回も3回もダメージを受け、細胞死に至るか、変性
してしまう。周囲の細胞もすべて被曝するためバイスタンダー効果が増幅しあう。

　http://bit.ly/1BFsT7j

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
【最重要】石巻、小名浜で高湿度連続してます。

100パーセントが 4時間と3時間。
トリチウム水蒸気がきます。

https://twitter.com/cmk2wl/status/598170189671178240/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
ネパール：M7.3の大地震
英BBCが凄い動画を掲載してる。山が崩れてる「ネパール、エベレスト付近でM7.3
：Dozens die in new tremor near Everest」http://www.bbc.com/news/world-asia-
32701385 …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598155100834516993/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
夕方のネパールの巨大地震後から

やや活発になってきてるみたいかな。桜島も。

気象庁（05月12日22時37分：爆発的噴火。弾道を描いて飛散する大きな噴石：5合目
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150512224846_506.html
…）

War Is Overさんがリツイート 
のっち＠幸せの黄色い電車 @E351E257Express 
· 12時間 12時間前 
ハッキリ言って急病人以外にも関東が危険だと言うデータは沢山出ているのだけどね

。

War Is Overさんがリツイート 
放射能汚染・内部被曝情報 @radioactive_SOS 

http://bit.ly/1BFsT7j
https://twitter.com/cmk2wl/status/598170189671178240/photo/1
http://www.bbc.com/news/world-asia-32701385
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598155100834516993/photo/1
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150512224846_506.html


· 12時間 12時間前 
放射能汚染・内部被曝情報さんがリツイートしました NHKニュース
最近では潮干狩りで死ぬ人もいるらしい… 
NHKニュース�認証済みアカウント @nhk_news 九十九里浜沖で男性死亡 潮干狩り
中か http://nhk.jp/N4J54DxU #nhk_news

cmk2wlさんがリツイート 
夜の図書館 @themidnightlibr 
· 16時間 16時間前 
老舗の和菓子屋の大福を食べた。やっちまった感でいっぱい。舌や喉がヒリヒリす

るし、いろんなところがキシキシ痛む。水道か？みんなどうして大丈夫なんだ・・・

cmk2wlさんがリツイート 
kita @kitakazuo 
· 5月7日 
ニューヨークでも雨のあとに黄色いものが…
花粉？ 
https://twitter.com/kitakazuo/status/596411946951290880/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
mutant(脱原発に1票) @Yousay124A 
· 5月5日 
@esmhal @hanayuu 真実は後から出てくるので困りますね。エフ１から飛来した放射
性ヨウ素が愛知県の東半分まで達していたことを知り静岡県在住のわが子らも無傷で

はないと思っています。「流通品は検査済み」を信じてしまった悔悟。311から信じる
のは国ではなくなりました。

https://www.youtube.com/watch?v=TF4Orx0765Q&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian: Moment of Peace

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 22 分 22 分前 
アメリカは三菱重工の欠陥放置に対して数兆円規模の巨額賠償を要求の模様

ところが３１１フクイチ破壊をもたらしたGE製フクイチ原子炉については頬被りのよ
うだ

http://nhk.jp/N4J54DxU
https://twitter.com/kitakazuo/status/596411946951290880/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=TF4Orx0765Q&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


amaちゃんださんがリツイート 
鈴木　耕 @kou_1970 
· 38分 38分前 
労働基準法改定案の「高度プロフェッショナル制度」は「残業代ゼロ法案、もしくは

過労死促進法案」であり、労働者派遣法改定案は「一生派遣縛り付け法案」であると

いうこと。言葉は正しく使ってほしいものだと思う。

War Is Overさんがリツイート 
さかもとすとーーん @sakamotostone 
· 4時間 4時間前 
恐ろしい。　@kenshimada: 福島県では１キロ２万ベクレルの鮎 でも食べても大丈夫
、という教育が行われてるのか。キ●ガイだな。 
https://twitter.com/kenshimada/status/598149956650700800/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog 
· 14時間 14時間前 
「東京都内の公園などでのドローンの使用を禁止」というニュースと「東京の横田基

地にオスプレイの配備を決定」というニュースが並んでるのを見て、子どもの水鉄砲

を禁止したのに暴力団が本物の銃を持つことは容認してるトンデモ・ワールドを垣間

見た気がした。

neko-aiiさんがリツイート 
命か原発か、みんなホントのこと言ってくれ @bohkensha 
· 14時間 14時間前 
【コーラの恐怖】日本のコーラの発ガン性物質は、カリフォルニアの18倍『コーラも
ペプシも飲めなくなる話』

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/53cfd71429db49b35912468821cbd60a … @neko_aiiさん
から

amaちゃんださんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou 
· 5月11日 
コーラに入っている人工甘味料アスパルテームについて、独立研究機関の９０論文の

うち８３論文が」と指摘している。 
https://twitter.com/kareinaruinbou/status/597770489499488256/photo/1

https://twitter.com/kenshimada/status/598149956650700800/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/53cfd71429db49b35912468821cbd60a
https://twitter.com/kareinaruinbou/status/597770489499488256/photo/1


cmk2wlさんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu 
· 5月10日 
鶏の餌の魚粉。自家配合のために単独でペール缶に保管した時に驚いた。途中から魚

のあらを貰って配合し、放置して１年後蓋を開けたら虫もいない。２年後に１匹だけ

。米糠は１週間で虫が湧くけど、こりゃ危ない物だと。飼料屋に聞いたら、そうなん

です、アレルギーの原因なんですよねと。

War Is Overさんがリツイート 
NORI.T @o_kaa 
· 5月10日 
憲法第９９条 … 
自民党の『改憲草案』見てビックリ。憲法に縛られるのは「…大臣や議員」だったの
が「国民」に書きかえられてる

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月14日11:23
※１曲目のトリガーが変だったので（＾＾；）修正しました！
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（５月13日）　派遣労働者は法的には人件費じゃなく、単なる経費(物品費)扱いにでき
るからな。企業にとっては最高だよな。

http://85358.diarynote.jp/201505131802168794/

【鉄分】補給…
2015年5月13日 趣味 コメント (1)
　

晴れて雷雨ってまた晴れて、

出かけようかと誘惑にかられかけたら、

再び突風が吹いて、怪しい放射能雲が南西方向から廻りこんで来ています…
（－－；）

よって、本車両は予定の【プランＢ】より約７時間遅れで、発車の見込みです…

https://www.youtube.com/watch?v=JFjAamLatrA
Tetsuko no Tabi 鉄子の旅 Eng Sub ep 1

うにゃはははははは♪

（あれ？なんで同じの２回入ってんの？？）

さッ！つぎ行こう、次ッ！ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=gD2dGYSfJxw
Tetsuko no Tabi 鉄子の旅 Eng Sub ep 2 

ｗｗｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=lEwWmiW248c
Luke Kelly Paddy On The Railway ( 1979/80 ) 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年5月13日18:26
あはははは…（＾＾；）…

さすがに、２話みたら、

横見さんのテンションで、疲れた…ｗｗｗｗｗ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505132042225781/

「退却させたら私の右に出る者はいません」。（違っ

2015年5月13日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (6)
　

前々からやりたかった「やわらか全話一気視聴！」にチャレンジ中なんですが…
　（＾◇＾；）＞

https://www.youtube.com/watch?v=eYEl4JTeNnU&index=8&list=PL57F27E79A8168F83
やわらか戦車 21

「不況のおりに富士噴火と来ましたか。こりゃいよいよ日本も滅亡ですかねぇ…」

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

なんかＧＷ（５月連休）というよりは、お正月休みのような過ごし方になってしまった…☆

（外はまた放射能な雨…！）

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日20:43
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 38分 38分前 
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みんな「幸せ」の意味を本気で考えたことがあるのか？

科学技術が発展して、楽して、たらふく食えるのが幸せか？

超高層ビルがバンバン建って高級車が我が物顔に走り回るのが幸せか？

人を見下す差別の頂点に立つのが幸せか？

違うだろ？

本当の幸せは、あなたの笑顔を見ることだけだ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日20:45
amaちゃんださんがリツイート  
はなゆー @hanayuu 
· 2時間 2時間前 
@tokaiamada １８歳の女性が福島県川俣町で除染作業員として働くことが「美談」として報道さ
れた→　http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/05/post_11767.html …

はなゆーさんがリツイート  
francisco @sedzir 
· 31分 31分前 
派遣労働者は法的には人件費じゃなく、単なる経費(物品費)扱いにできるからな。企業にとっては
最高だよな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日20:46
はなゆーさんがリツイート  
M a i @maibaba11 
· 35分 35分前 
@nararunn @hanayuu 2011福島でやった運動会では便りに「放射性物質の心配があるかと思いま
すので軍手着用で玉転がしを行う予定です」って書いてあったのに実行しましたから。あの時、

ここまでしてやる運動会に何故疑問を感じなかったのか参加させたのか今でもわかりません。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日20:48
Lightworker @Lightworker19 
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· 2時間 2時間前 
【拡散】Santiago_Hotel ふくいちライブカメラに異変。まっしろけっけで何も見えず。何かあっ
たのか？　http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camer/index-j.html ……

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日21:00
０５０

８９

８９　（＾＾；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日21:18
蓮井ノエル @noel_hasui · 5月4日
 
フクイチの放射能汚染後、食事を作るのがどれだけ大変になったか。

家庭菜園も諦めざるをえなかった。

汚染されていない食材を取り寄せるのもお金がかかる。

限りある食材費の中で、それをどうやりくりしていくか、経験がない人には、そんなことまでは

、考えが及ばないのだろう。

http://85358.diarynote.jp/
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（５月⒕日）　地震も線量も少ない絶対安全圏!?と信じていた網走で、続けて２回も発
震があったので、とても悲しいです。

http://85358.diarynote.jp/201505141156368013/

♪ ６０のゆりかご ♪　（アイヌ語音声）。
2015年5月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

おそようございます。

１１：２５です。

０８：３０には起きだしてたんですが、かろうじて「窓を開けられる」天気と線量だったので、

ＰＣにハマってしまう前にとりあえず、ゴミ出しと床掃除だけはがんばりました…。（＾＾；）
（で、その後また雨が降り出したので、フテ二度寝をしてました…）

チェックしている天気予報３社がそれぞれ別のことを言ってるし、そしてどれもろくに当らない

ので、あとはもう、自分のナケナシの科学知識と、原始の本能と、運と勘に頼って行動計画を策

定するしかないですね…

（…もはや（－－＃）「戦時中」…）

ところで昨日のトリガー、何故か変だったので修正しました。

http://85358.diarynote.jp/201505131207303573
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…おや…？
カミサマが、全然知らない曲を、プレゼントしてくれましたよ…？
https://www.youtube.com/watch?v=inwCqSF7GVI
Sangit Om - Heaven - Helpful Friends

コピペの時になんかへんなとこを１文字消しちゃっていました…☆

同じ曲の演奏違いや画像違いが幾つかあるのは、それだけ人気の高い曲？ってことかしらん…？
https://www.youtube.com/watch?v=JfpZhXZtl3o
New Age Music Nº28 : Sangit Om - Helpful Friends 

閑話休題、地震も線量も少ない絶対安全圏!?と信じていた網走で、続けて２回も発震があったので
、とても悲しいです。

（－－；）

これだけ「アイヌモシリ揺れまくり♪」だと、

これしか貼る曲がないですよね…？

ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=qJhRtXq30Wk&list=RDdMT_B916QLk&index=7
６０のゆりかご　アイヌ語音声 

地震マップ @eq_map 
· 44 分 44 分前 
【M3.0】上川・空知地方 深さ12.1km 2015/05/14 10:51:50
(G)http://j.mp/1cyvYOc (Y)http://j.mp/1e2xlWh (アニメ)http://j.mp/1AYafFd

地震マップ @eq_map 
· 46 分 46 分前 
【M4.4】北海道北東沖 深さ5.0km 2015/05/14 10:51:26
(G)http://j.mp/1e2xbhH (アニメ)http://j.mp/1e2xbhF

地震マップ @eq_map 
· 49分 49分前 
【最大震度2】(気象庁発表) 網走沖 深さ約10km M4.3 14日10時51分頃発生 
(G)http://j.mp/1KLiUjv (気象庁)http://j.mp/1e2x4Ti

https://www.youtube.com/watch?v=inwCqSF7GVI
https://www.youtube.com/watch?v=JfpZhXZtl3o
https://www.youtube.com/watch?v=qJhRtXq30Wk&list=RDdMT_B916QLk&index=7
http://j.mp/1cyvYOc
http://j.mp/1e2xlWh
http://j.mp/1AYafFd
http://j.mp/1e2xbhH
http://j.mp/1e2xbhF
http://j.mp/1KLiUjv
http://j.mp/1e2x4Ti


地震マップ @eq_map 
· 58分 58分前 
【M2.9】北海道北東沖 深さ8.3km 2015/05/14 10:41:09 http://j.mp/1cyu7sP

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M3.9】北海道北東沖 深さ5.0km 2015/05/14 09:33:43
(G)http://j.mp/1FfhWvZ (アニメ)http://j.mp/1e2rH6C

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ116.9km 2015/05/14 06:55:51
(G)http://j.mp/1Pk1wJi (Y)http://j.mp/1Ff6pwL
� 北海道 大樹町 

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.6】日高山脈 深さ38.2km 2015/05/14 06:50:31
(G)http://j.mp/1Ff62Ck (Y)http://j.mp/1Pk0DRh

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M3.6】後志地方 深さ159.0km 2015/05/14 05:22:20
(G)http://j.mp/1QKen4M (Y)http://j.mp/1AXCuUs (アニメ)http://j.mp/1H41Wda

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M3.1】津軽海峡 深さ133.1km 2015/05/14 02:12:28
(G)http://j.mp/1G6MbWR (アニメ)http://j.mp/1e1I9UL

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M2.8】十勝地方南東沖 深さ91.5km 2015/05/14 01:48:34 http://j.mp/1G6GSqu

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 

http://j.mp/1cyu7sP
http://j.mp/1FfhWvZ
http://j.mp/1e2rH6C
http://j.mp/1Pk1wJi
http://j.mp/1Ff6pwL
http://j.mp/1Ff62Ck
http://j.mp/1Pk0DRh
http://j.mp/1QKen4M
http://j.mp/1AXCuUs
http://j.mp/1H41Wda
http://j.mp/1G6MbWR
http://j.mp/1e1I9UL
http://j.mp/1G6GSqu
http://j.mp/1PiO0pr


【M2.8】北海道北東沖 深さ11.2km 2015/05/13 23:31:24 http://j.mp/1PiO0pr

地震マップ @eq_map 
· 19時間 19時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ28.5km 2015/05/13 17:11:43 http://j.mp/1AVT9b3

地震マップ @eq_map 
· 19時間 19時間前 
【M3.6】青森県東方沖 深さ19.1km 2015/05/13 16:26:39
(G)http://j.mp/1zZvWdb (アニメ)http://j.mp/1RCSW7e

「泊原発が再稼働したら」あともう

「札幌に棲めなくなった」ら、

「まっしぐらに国外退去」しか、残されていないですね…（－－；）…★

なぜか「ガンダルフ」を発見…♪
https://www.youtube.com/watch?v=X2OZryADDT8
Gandalf Colours of the Earth

https://www.youtube.com/watch?v=kPwv0IweoQY&list=RDdMT_B916QLk&index=3
Hokkaido Spirits From Ainu: Ainu Music & Sound - BEKANBE UK 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月14日12:01
火山たん @volcano_tan 
· 2 時間 2 時間前 
日本で活火山の数が最も多い都道府県は北海道で31山だよ。じゃあ2位は？答えは意外にも東京都
で21山だよ。まぁ東京都の場合は全て島嶼部にある火山だけどね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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http://j.mp/1zZvWdb
http://j.mp/1RCSW7e
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2015年5月14日12:01
火山たん @volcano_tan 
· 13時間 13時間前 
富士山に対しての信仰で代表的なのは浅間大神への浅間信仰だけど、この「浅間」は群馬と長野

の県境にある浅間山と同じだよね。古い日本語ではアサマという単語が火山を意味していた名残

が今の浅間山や浅間大神に残っているんじゃないかと言われているんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月14日12:03
火山たん @volcano_tan 
· 16時間 16時間前 
【火山紹介】北海道の東部にある屈斜路湖は、大きさが日本最大の屈斜路カルデラにあるカルデ

ラ湖だよ。約12万年前の大噴火では、火山灰が札幌あたりまで到達したんだよ。現在はカルデラ
の中の南東部にアトサヌプリという火山が出現して活動しているんだよ。

火山たん @volcano_tan 
· 17時間 17時間前 
【火山紹介】北海道の中央にある大雪山は、旭岳や白雲岳などの火山群の名前なんだよ。中心部

には御鉢平という3万年前の大噴火で形成されたカルデラがあるんだよ。ちなみに、この御鉢平に
は有毒温泉という火山ガスと共に湧く温泉があるんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月14日12:03
火山たん @volcano_tan 
· 19時間 19時間前 
【火山紹介】青森と秋田の県境にある十和田湖は、とても珍しい二重カルデラの火山湖なんだよ

。最近では915年に有史以来で日本最大規模の大噴火を起こしているんだよ。この噴火では火砕流
が周囲20kmを焼き尽くしたと言われているんだよ。
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（５月⒕日）　「食べると痩せる」に注意！

http://85358.diarynote.jp/201505141231093033/

【サバ缶を食べると痩せる】に注意！

....「現在の日本は核戦争後の世界」。

2015年5月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=endv3PVpXFg&list=RDdMT_B916QLk&index=4
Ainu, First People of Japan, The Original & First Japanese 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
欧州:日本の生活圏の27％が「徹底的な放射能監視地域」に（カレイドスコープ）
http://www.asyura2.com/14/genpatu36/msg/607.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
＜福島原発事故＞１７年３月までに避難指示解除…自民提言案（）
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/771.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
ｺﾛﾗﾄﾞ州立大学が福島放射能に関し太平洋のｱｻﾞﾗｼを分析､腫瘍だらけの体､睾丸·眼球の

欠落､皮膚剥離ENENews
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/765.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
箱根町の強羅観光協会、気象庁に激怒！「過剰で観光客が減った」「地震で揺れてい

るほうが、ガス抜きになって安心」「風評被害」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6474.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
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· 7時間 7時間前 
放射性物質による汚染を矮小化する「風評被害」安易に使うな(5/12 東京新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5203.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
5月12日発表　千葉の上水（蛇口水）からもヨウ素131が検出されている。
疑う余地はないでしょ？

あの事故以来、ほとんどの時間は臨界している。

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/10000/9766/24/194_20150512.pdf … 

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
2015年5月11日　パキスタンでラクダの大量死 200頭
震えや咳を伴う鼻からの出血。苦しんで最終的に死亡した。

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
cmk2wlさんがリツイートしました cmk2wl
はだしのゲンの、あの地獄絵図を、福島原発の事故は遥かに凌駕する。

https://twitter.com/cmk2wl/status/160975710545129472 …
セシウムだけで 170発分なんだから。
cmk2wl@cmk2wl 「きつい言葉だが、現在の日本は核戦争後の世界と言っていい。セ
シウムで広島型原爆１７０発分と言われるセシウムが福島第１原発から環境に放出さ

れた。土壌、水、空気、食べ物。日本全体が核戦争の後のように汚染されている」元

ブルガリア原子力安全庁長官ゲオルギ・カスチエフ氏

cmk2wlさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 
· 5月13日 
@cmk2wl 5/12 20:20頃から蒸気が上がり始め、22時以降強まり5/13 1:50頃に蒸きった
のか収束。 
https://m.youtube.com/watch?v=ZTOySKCQ69k …
湿度では東京にも5時頃到達、大半は東北を抜け北海道に分散し、一部は9時現在小樽
を通り過ぎようとしてる

https://www.youtube.com/watch?v=_X9QxFaHJwA&list=RDdMT_B916QLk&index=5

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5203.html
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/10000/9766/24/194_20150512.pdf
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SAKHALIN ROCK 

https://www.youtube.com/watch?v=XA1j6FMvVAc&index=6&list=RDdMT_B916QLk
MAREWREW performs "Hawsa" Ainu music 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 22 分 22 分前 
絶対に健康でいられない放射能汚染地帯に被曝に敏感な子ども達や妊婦を平気で住ま

わせてる極悪犯罪者の日本政府のやり口を世界中が見ている

日本人を騙せても世界は騙せない

台湾の人たちは自民党政権の悪辣さに気付き日本をまったく信用しなくなった

http://www.sankei.com/world/news/150514/wor1505140010-n1.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 39分 39分前 
台湾、日本食品全て輸入停止　協議物別れ、１５日から実施

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=2染、鹿や猪はキノコが大好物だ
ジビエを食べることは、そのまま内部被曝に直結する

柳屋のジビエだって奥三河や遠州信州ものが使われてる

.com/blog-entry-657.html …0150514-00000076-san-cn …
岸田の馬鹿が台湾をamaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
「サバ缶ブーム」はサバのステマ？サバ缶から相次いで検出されているセシウム！「

サバ缶を食べると痩せる」という情報に注意！

http://saigaijyouhou提訴すると脅したせいで台湾側が硬化
こうなるのは当然

産地偽装された汚染食品を平気で輸出させた日本の馬鹿政権がすべて悪い！

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1時間 1時間前 
私の知る限りジビエブームとはいっても本当に美味しいジビエは、おそらく瑞浪柳屋

だけだろう

ジビエ調理は長い経験が必要でブームに乗って普通の料理屋がマネをしたって素材が

入手できにくい

ところが福島や関東の猪、鹿肉は投棄処分してるほど有り余ってる

国は汚染野生肉を食わせたいのだろう

https://www.youtube.com/watch?v=XA1j6FMvVAc&index=6&list=RDdMT_B916QLk
http://www.sankei.com/world/news/150514/wor1505140010-n1.html
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amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1時間 1時間前 
中日新聞見たらジビエブームだという

食べログ日本一の瑞浪柳屋の影響だろうが、使われる素材は静岡の猟師から直仕入れ

とある

静岡のキノコは数千ベクレルの汚

「ウタリ」！（＾＾）！

https://www.youtube.com/watch?
v=3bQiZ4T2Ycc&index=2&list=PLadAOm_oo3ka5Q5XpTcjPxfTffq_tgRPq
台湾原住民・泰雅族

https://www.youtube.com/watch?v=QfLbxsSaJDQ&list=PLadAOm_oo3ka5Q5XpTcjPxfTffq_tgRPq
台灣-高砂族-平埔族 

https://www.youtube.com/watch?v=5pRGr-jgMU8
Taiwan Traditional Music

https://www.youtube.com/watch?v=3bQiZ4T2Ycc&index=2&list=PLadAOm_oo3ka5Q5XpTcjPxfTffq_tgRPq
https://www.youtube.com/watch?v=QfLbxsSaJDQ&list=PLadAOm_oo3ka5Q5XpTcjPxfTffq_tgRPq
https://www.youtube.com/watch?v=5pRGr-jgMU8


（５月⒕日）　無事帰投。(^_^)／　不完全燃焼なりに、まぁフツウの休日。(^_^;)っ
てとこまではもっていけたのでまぁ良しとしましょう。(^。^;)

http://85358.diarynote.jp/201505141339076261/

食べようと思う時は、やってない。(∋_∈)
2015年5月14日 グルメ コメント (8)
カレーが美味しいんだけどなぁ…(-"-;)
 
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月14日13:49
なんか色々裏目に出まくり。

(^_^;)
こういう時には、

カミサマ任せ〜★

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月14日13:54
超強いシベリア歓喜o(^-^)o団が来てくれて、

気温も線量も下がった！

o(^-^)o

５月初？の、０.０３９μ。

(≧ω≦)b

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年5月14日21:25
無事帰投。(^_^)／
不完全燃焼なりに、まぁフツウの休日。(^_^;)ってとこまではもっていけたのでまぁ良しとしまし
ょう。(^。^;)

いつもの半額弁当とポテチ喰って、重曹で歯磨いて漫画読んで寝ますぅ…(^-^)g

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日0:04
地震あった？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日5:39
嫌な東風が来襲。(-_-#)
線量が再び急上昇中。(-_-#)
…凄まじく臭い…！(ToT)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日7:15
何かすごく

忘れてると思ってたら、

５月４日？にフクイチ、

さらにコワレてたんだよな？

(^_^;)

…で…

なんだっけ。

何、しなきゃいけないんだっけ…

…？(・_・;)？…
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日7:16
脳梁がマヒして、

何も考えられない。

入ってきた情報を、

受理とか処理とか出来ない。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日8:09
…起きま〜す…(^_^;)
 
 

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


（５月15日）　「東京と軽井沢にいた、長女は甲状腺癌、二女は血尿、夫は心筋梗塞
、猫は咽頭腫瘍。猫は死亡。」

http://85358.diarynote.jp/201505151125525726/

【首都壊滅】東電ですらヨウ素131が常に出ていることを認め／
日本からの全輸入品を放射能検査にかける意向。

2015年5月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=_JolKGv_0W8
Scatman John - sing now 

…通勤できず、店も会社もスタッフがそろわない朝の首都圏…

特務機関NERV @UN_NERV 
· 6 分 6 分前 
【青梅線[立川〜青梅] 運転見合わせ 2015年5月15日 10:25】
10:11頃、福生駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせています。なお、振替
輸送を行っています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 29分 29分前 
【中央線(快速)[東京〜高尾] 運転再開 2015年5月15日 10:03】

http://85358.diarynote.jp/201505151125525726/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505151125525726/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150515/85358_201505151125525726_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150515/85358_201505151125525726_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=_JolKGv_0W8


新宿駅で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、09:47頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 30分 30分前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2015年5月15日 10:03】
新宿駅で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、09:47頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 30分 30分前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2015年5月15日 10:03】
新宿駅で発生した線路内立入の影響で、池袋〜大崎駅間の運転を見合わせていまし

たが、09:47頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 31分 31分前 
【埼京川越線[大崎〜川越] 運転再開 2015年5月15日 10:03】
新宿駅で発生した線路内立入の影響で、大崎〜大宮駅間の運転を見合わせていまし

たが、09:47頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 31分 31分前 
【山手線 運転再開 2015年5月15日 10:03】
新宿駅で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、09:47頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

https://www.youtube.com/watch?v=Af6jOq0dWqo
David Bowie - Let’s Dance (Album Version) 

cmk2wl @cmk2wl 
· 1 時間 1 時間前 
ヨウ素131を軽々に「医療由来」「医療起源」だと言うことが、多くの人を殺すことに
なる。

十分に警戒しなければならないのに、切迫した危機なのに、「なんでもないよ」と言

https://www.youtube.com/watch?v=Af6jOq0dWqo


ってるに等しい。

結果を考えてモノを言え。

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
三田で待合室にすごく具合が悪そうな子供がいたんだけど、院外に出たらそのママが

追いかけて来て、血液検査されたみたいですけど放射能でですか？何かお子さんに影

響出てるんですか？と。聞けばそこのお子さんは夏頃から下痢や体調不良を繰り返し

ていてさすがにおかしいと思い始めたとか。遅いよ…

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
台湾同様、米FDAが日本の汚染地域の食品輸入規制を強化するも日本政府は抗議せず
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/773.html …

amaちゃんださんがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera 
· 4時間 4時間前 
落合洋司様、石山様から既にお聞きになっている冤罪事件の報道番組ですどうぞ

　http://enzai.9-11.jp/?p=15939 RT　@yjochi アメリカとくっついていれば安全のはず
なのにニューヨークのど真ん中にいて超高層ビルに飛行機突っ込まれて数千人の人が

亡くなっているのはなぜだ？

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
電力会社の世論操作マニュアル「国民はバカなので三日すれば忘れる。繰り返しによ

る刷り込みが効果的」 http://bit.ly/iWcNN8

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
台湾、日本からの食品輸入すべて停止、放射能汚染対策で合意せず(5/14 産経新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5205.html …
台湾で放射能汚染された産地偽装品が発見された

日本政府は何一つ問題を解決せず、一方的に「輸入禁止をWHOに提訴する」と台湾を
脅した

当たり前の結論

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/773.html
http://enzai.9-11.jp/?p=15939
http://bit.ly/iWcNN8
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5205.html


Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
福島のみならず、宮城、岩手、栃木、茨城、千葉、群馬、埼玉、東京でも危険な車両

は存在します。あまりにも高い線量の車は除染できず車歴を消去して中古車としてた

どれないように流通もしています。車検を３１１以降に、取り直している車は要注意

です。　http://bit.ly/1qNeOl1

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
体調面からは、本人以外は、よく観察していないとわかりにくいことも多いのですが

、「あまり食べなく痩せてきている」（逆に過食に走るケースもあります）「眠れ

ない、疲れた、だるい、頭が痛い、胃が痛いなどの発言が頻発するようになった」「

肩こりやめまいで苦しそう」などといったことがあります。

Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 
放射能汚染の許容範囲とは ... 微熱、全身の倦怠感、睡眠障害、疲労感、頭痛、大腸炎
、月経困難症、冷え症、耳鳴り、しびれ、手指のむくみ、知覚異常、目や口の渇き、

頻尿など。 精神神経疾患、情緒変化、錯乱、視覚の問題、歩行異変、記憶喪失
　http://bit.ly/12IJgSJ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
幼い子供がいる親御さんは今日の夕方の政府公式の会見を観たのかな？　あれって、

ものすごく日本の歴史に残る会見なんですよね。乱暴に表現すれば「日本もアメリカ

の喧嘩に参加しますよ。その戦争に行くのは、お前らの子供ですよ」という会見です

。よく冷静に考えなければいけないのが、今日です

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
地震や噴火、異常な時期に来る台風にしても「平気じゃね？」とか言ってる人がい

たら、あんまり相手しない方が良い。そういう人は、『地球の変革期』を、知ろうと

もせず「危機意識を感じる人体的機能が低下してる人種」だから、時間の無駄です。

そういう人ほど、放射能汚染も「平気じゃね？」と言ってる

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 

http://bit.ly/1qNeOl1
http://bit.ly/12IJgSJ


ハロゲンである塩素が、この汚染環境下でいい方向に働くことは絶対にない。必ず悪

いことが起きる。

去年のプールでの熱中症は、起こるべくして起きた。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
夏が近いけど、塩素たっぷりの屋外プールでの遊泳は絶対にやめさせた方がいい。

光化学オキシダントあるいはその中のオゾンと反応するし、浮遊するセシウムのよう

な物質とも塩（えん）を作る。プールでの熱中症には訳がある。

Lightworker @Lightworker19 
· 11時間 11時間前 
放射性物質の体内への蓄積量が増えると、指先では抹消神経炎のような鋭い痛み、皮

膚の発赤、繰り返す気道感染が、小児と20代後半から30代前半に多く現れる
。http://bit.ly/112sCYP

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
今日、気象庁が発表してるけど

「13日から、北海道の十勝岳で火山性地震が急増。１３日は１０６回、１４日も午後
６時までに６２回観測した。」　日本全国の火山が活発化してるんだよね

（PDF：http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-
act_doc/sapporo/15m05/20150514_108.pdf …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
「他国が攻めてきたら」とか、言って

国民を煽ってるけど、もっと心配すべきことがあるんじゃないの？

蔵王は去年から「噴火の兆候」があるけど、こういうの報道しなくて良いの？　あと

数日前から「北海道：十勝岳」も火山性地震が急増中だ。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598849120669806593/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
War Is Over @kenshimada 
· 13時間 13時間前 
2011年3月15日午前7時、米軍が今も非公表する事態が発生。 横須賀基地の放射線量の
増加を告げる警報が鳴ったため、ただちに基地内の女性・子供を非難させた。その1時

http://bit.ly/112sCYP
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/sapporo/15m05/20150514_108.pdf
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598849120669806593/photo/1


間前にフクイチ4号機は爆発を起こしていた。【朝日1/3朝刊】
https://twitter.com/kevinmeyerson/status/286633965681537024/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
生活の党と山本太郎となかまたち @hiyochann 
· 14時間 14時間前 
生活の党と山本太郎となかまたちさんがリツイートしました cmk2wl
ガス化したヨウ素131が降ってきている 

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
東電ですらヨウ素131が常に出ていることを認めている。もちろんセシウムだって核分
裂生成物。毎月降下するセシウムがよそから来ているという証拠があるのだろうか。

臨界しているからこそ地底を溶かして沈み込むし、あれだけの水蒸気も。

中性子線も出るし、ヨウ素131も当然出る。

amaちゃんださんがリツイート 
4nwanelson @4nwanelson 
· 15 時間 15 時間前 
楢葉町民、あふれる不信　帰れぬ苦悩 | 河北新報
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201505/20150514_63004.html …
高木陽介経済産業副大臣が浄水場で水を飲み、安全性をＰＲしたことも「コップ一杯

飲んだだけ。私たちは毎日飲むことになる」と突き放した。 

Lightworker @Lightworker19 
· 16時間 16時間前 
【拡散】セシウムによって心筋は、最大範囲の損傷を受ける 。生命維持に必要な多く
の系で乱れが生じるが、その最初は心臓血管系である。チェルノブイリ事故後 のゴメ
リ州住民の突然死の 99％に心筋不調があった 。http://bit.ly/qIAuU4

cmk2wlさんがリツイート 
Chizue.T @renren01050624 
· 17時間 17時間前 
@cmk2wl高校生の息子が中学の時。給食に出てくる食材の産地が給食ルームに表示し
てあったが3.11を少し過ぎた頃からその表示がなくなったそう。息子は元々お弁当持
ちだったので驚きながらも忘れていたが　最近その中の同じ高校に行った友達が日に

何度も鼻血を出したそう。

https://twitter.com/kevinmeyerson/status/286633965681537024/photo/1
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201505/20150514_63004.html
http://bit.ly/qIAuU4


cmk2wl @cmk2wl 
· 17時間 17時間前 
台湾は政府が守ってくれるけど、日本では親が守ってやるしかない。

腹を決めて対処していかないと、子供を失う。

Lightworker @Lightworker19 
· 19時間 19時間前 
トルコ、日本からの全輸入品を放射能検査にかける意向 http://amba.to/ZNgN6n

cmk2wl @cmk2wl 
· 20時間 20時間前 
台湾当局が東京電力福島第１原発事故後に導入した日本の食品に対する輸入規制を強

化する問題で、日台双方の窓口機関による協議が１３日、台北市内で行われた。関係

者によると協議は物別れに終わり、１５日から日本からの食品輸入が全て停止するこ

とが確実になった。(産経新聞)

Lightworker @Lightworker19 
· 20時間 20時間前 
東京では厚労省が「慢性疲労症候群」という、疲れが取れない、 慢性的にだるい人が
急増していると報告。　http://amba.to/14Xt5h0

amaちゃんださんがリツイート 
神浦 元彰 @kamiura_jp 
· 22時間 22時間前 
米陸軍が開発早期に導入を予定していたオスプレイＭＶ２２を、コストパフォーマン

ス（費用対効果）の悪さに断念し、Ｃ－４７ヘリとＵＨ－６０ヘリが最適と判断し、

オスプレイ導入を中止したことを知らない人が多い。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 22時間 22時間前 
男児を押し倒して蹴り、背中の骨折る体罰　愛知の教諭

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150514-00000036-asahi-soci …
減給1割一ヶ月　おいおい懲戒免職だろうよ

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 22時間 22時間前 

http://amba.to/ZNgN6n
http://amba.to/14Xt5h0
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150514-00000036-asahi-soci


反原発行動主宰者の冤罪逮捕！

●被害届がないのに警察が動いていること、

●「公安警察」が主導で動いていること、

●携帯電話1台の家族割を家族でない人が利用していた、それだけのことで、家宅捜索
され牢屋に入れられていること

https://m.facebook.com/shinya.ishidate.1/posts/679025985558974?fref=nf …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 23時間 23時間前 
絶対に健康でいられない放射能汚染地帯に被曝に敏感な子ども達や妊婦を平気で住ま

わせてる極悪犯罪者の日本政府のやり口を世界中が見ている

日本人を騙せても世界は騙せない

台湾の人たちは自民党政権の悪辣さに気付き日本をまったく信用しなくなった

http://www.sankei.com/world/news/150514/wor1505140010-n1.html …

amaちゃんださんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo 
· 23時間 23時間前 
「救急車有料化」を言い出すくらい財政が逼迫してるんだったら、そもそも米軍や他

国軍を守るために、自衛隊を地球の裏側まで行かせる余裕などないはずだ。安倍戦争

首相の「趣味」のために、日本国民がどれだけ負担を強いられるのか、キチンと安倍

戦争政権は説明すべきだ。他国軍より、まず自国民だろ。

https://www.youtube.com/watch?v=IgpJD5KzR0k
辛い時に聞いて欲しい洋楽　Let it be-glee cast 

cmk2wlさんがリツイート 
zumi @stadtmauer 
· 16時間 16時間前 
@sobtomk @cmk2wl それよりもショックなのは、＜うちだけ、ワガママ言えない＞と
いうお母さん。この方は、お弁当作りがイヤなわけではなく、みんなと一緒でないの

が怖いのです。

　死ねば？　（＝＝＃）

https://m.facebook.com/shinya.ishidate.1/posts/679025985558974?fref=nf
http://www.sankei.com/world/news/150514/wor1505140010-n1.html
https://www.youtube.com/watch?v=IgpJD5KzR0k


Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
友人中で、避難したのが、3〜4組くらいかな。 みんな原発反対している人ばかりな
ので、逆にびっくりしました。このくらいなんだと。 ニュースは追いかけているみた
いなんですよ。中にはデモに行く人もいる。でも、東京には留まるんです

。http://bit.ly/1fIHJAk

amaちゃんださんがリツイート 
ma~kun @masaotom 
· 2月9日 
3/15東京にいた娘たちと軽井沢にいた夫と猫、長女は甲状腺癌、二女は血尿、夫は心筋
梗塞、猫は咽頭腫瘍。猫は死亡。放射能の影響でなくて、こんなことが三年間で我が

家に起こるとは絶対に考えられない。唯一体調を壊していないのは私、悔しくて眠れ

ぬ夜が続く。

https://www.youtube.com/watch?v=wf3OyEuQelM
David Bowie - the man who sold the world, acoustic 

https://www.youtube.com/watch?v=oSKqtwSHjXM
『レット・イット・ゴー』箏三重奏　Let It Go　from "Frozen" on koto trio
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（５月15日）　心臓が苦しい。深呼吸しても酸素が入らない。

http://85358.diarynote.jp/201505151237399858/

開発関係の皆さ〜ん！（＾◇＾；）／

2015年5月15日 音楽 コメント (5)
　

それラストが違うから…ッｗｗｗｗ

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=8hRx3J_Y8qQ
【古筝】千本樱——你可见过如此凶残的练习曲 

中国でも大流行？（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=DCA1TPuNi38
【初音ミク】千本桜【高音質・高画質】

すんげぇバージョン違いが大量にあるし…

滅びゆく日本が、歴史と未来に遺せる「電子副文化遺産」が大量にあってよかったよ…☆

えろい歌詞ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=d1qkE5mSzZU
初音ミク メドレー 

いやぁ、よく動く…♪

すごいすごい♪

（しかしカラダとくにセクシャルな部分はよく動くが、絶対的に、

「顔の表情筋がそもそも無い！」

というあたり。しょせんオトコが作ったソフトだ…★
　ｗ（－－＃）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201505151237399858/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201505151237399858/
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https://www.youtube.com/watch?v=d1qkE5mSzZU


（３曲目で、もう飽きた！）

（てか「ビテイ骨直下型」イケメン男性ボカロとか、いないの…？）

　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=eOe_Txse-7k
【男ボカロ6人】「SHOOT ON TOKYO！」オリジナル曲 
いたけど音痴だ!?（〜〜＃）
美声じゃないし…！

https://www.youtube.com/watch?v=p_534s6T6Sk
【オリジナル曲】夜空に華咲くお願いサマー！【男性ボカロ】

まぁまぁ及第レベル？（＾＾；）

…やはり「ＰＣスキルのヲタ度合」で、女性作家が男性作家に後れをとる分野。ではあるの
かな…？？

ｗ（＾へ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=aDObH7g-deY
【オリジナル曲】不屈力！！【男性ボカロ】[HD1080p] 

歌詞はいいね。声とアレンジがだめだめだけどね。（－－；）

開発関係の皆さ〜ん！

ひとつどうですか!?

おばさんウケする「女殺し」な声の、

ちょい悪おやぢな、男声（低音）ボカロ開発ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss
West Side Story - Prologue - Official Full Number - 50th Anniversary (HD) 

       

https://www.youtube.com/watch?v=eOe_Txse-7k
https://www.youtube.com/watch?v=p_534s6T6Sk
https://www.youtube.com/watch?v=aDObH7g-deY
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日14:39
空気が金属イオン味。(-_-#)

「台風があるはずの南南東から湿気った冷気突風が」強襲してきてます…(-_-#)

フクイチ「凍土壁」とかのタテマエで、天然露天臨界熱泉の、液体窒素冷却でもヤラカシテルに

違いない…

(ノ-o-)ノ　┫

とりあえず「台風７号で」物流が絶えても半月くらいは大丈夫な食料飲料燃料は確保しました…

┐(’〜`；)┌

（被曝に打つ手は無い！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日15:15
フクイチ直撃震度４Ｍ５だし。

(・_・;)

札幌の水道水は金属イオン味。

今日もすでに水源山地には異様な鉛色と濃度と重量の雲が覆い被さって、命の水を汚染しつくし

ています…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日16:43
心臓が苦しい。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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深呼吸しても酸素が入らない。

単に気圧が低いのか、

大気中の酸素濃度が低いのか、

それとも両方なのか…？
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日18:09
みょ〜にカウントが回った（＾＾；）のは、

各分野の「開発関係者」のかたが、

食いついてしまったのかしら…？
（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日18:10
０５０９２００．
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（５月15日）　「霞ヶ関のキャリア組。かなりの割合で、嫁と子どもを海外移住させ
てるぞ。」

【５６２mSv/h】原発３号機から／暑い寒いに
対応できない自律神経異常／異様な、硫黄…（
－－；）…★
2015年5月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

Lightworker @Lightworker19 
· 27 分 27 分前 
【拡散】shige_nonmama 【最大値2170mSv/h、最小値137mSv/h、湯気が確認された
箇所は562mSv/h】原発３号機から再び　湯気

neko-aii @neko_aii 
· 43 分 43 分前 
米カリフォルニア沿岸、フクイチ発のヨウ素131検出 
最大2500Bq/kg 他の海域の5倍以上（2012/03/30)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2b5958e2513686c7382756c0e04c9db2 …

neko-aii @neko_aii 
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· 45分 45分前 
米国（オレゴン州）ポートランドの有機農場に大量の放射性物質が降下

「農産物の販売・生産をやめている」（2012/3/26 ENENews） 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dea049c56bf75407be9389e1f8662f02 …

neko-aii @neko_aii 
· 47分 47分前 
2012-05-17
8000キロ離れるアメリカ西海岸の住民も、
福島原発事故による空気や植物の放射能汚染に苦しめられ

（ハワイも西海岸も牛乳が飲めない状態）、

アメリカ政府に

「放射能垂れ流しの無能な日本政府に圧力をかけ、なんとかしてくれ」

と署名運動を起こしてる。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1 時間 1 時間前 
東海アマは、現在の発生状況が東日本震災前に酷似していると判断し、備蓄物資の点

検と補給を開始しました

トイレ紙、乾燥食料、非常用飲料水など、玄米も３０K買い足します
非常に緊迫した前兆だと思います

今度もM9を超えると予想しています
震源地は、おそらく伊豆から千葉沖あたりかな

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2 時間 2 時間前 
箱根の地震回数

今日だけで320回を超えてる（19時現在）　箱根：ニノ平の地震計も、早朝から、真っ
黒で大荒れ。多い時は数十秒おきに火山性地震が起こってるみたい。空振計のデータ

も荒れてる。

画像データ引用：©気象庁 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/599158504297930752/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 2 時間 2 時間前 
ふくいちライブカメラ、日が暮れて様子がおかしくなってきました。

大量の水蒸気（湯気）を出しています。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dea049c56bf75407be9389e1f8662f02
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/599158504297930752/photo/1


火山たん @volcano_tan 
· 2時間 2時間前 
溶岩って地下のマグマが地上に流出したモノだけど、そのマグマが普通の火山を作る

二酸化ケイ素以外のモノだったら…？そんな感じの噴火が1936年の知床硫黄山で起き
ているんだよ。この時は、なんと溶けた硫黄を20万トンも溶岩として流出させたん
だよ！

neko-aii @neko_aii 
· 3時間 3時間前 
もし東海地震により浜岡原発が大事故を起こしたら

炉心に溜まってる大量の核分裂生成物が外部に放出

チェルノブイリの原発事故のようなことが起こる

津波や液状化で道路、橋はずたずた

建物はたくさん倒れ道路ふさがれ、放射能から逃げられない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d8d3dd4a07e88a1e0d535d07c080b953 …

neko-aii @neko_aii 
· 3時間 3時間前 
【重要】富士山の噴火が差し迫っている

もし箱根山が噴火したら

同じ火山帯の隣の富士山も直後に大噴火する可能性が大きい。

関東地方や富士山の周辺の方々は

日本海経由で避難を。

最低１年間は都市機能が無くなる予測。

(大地震の予知、天変地異2015年05月15日)より

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
被曝の病状は更に悪化していました。 簡単な計算も間違えるようになり、ひとりでは
買い物もできなくなってしまいました。 http://amba.to/1g7coDf

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
飯舘村の公式の測定値が４４．７μＳＶ／ｈとなり、なぜ避難指示が出ないのか、逃げ

なくていいのか。http://bit.ly/112sCYP

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d8d3dd4a07e88a1e0d535d07c080b953
http://amba.to/1g7coDf
http://bit.ly/112sCYP


Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
フワフワ感があったり、喉も痛い。 甲状腺が、段々大きくなってる‥膀胱炎と、今で
も血尿が… 白斑が、膝下に出てきております。 娘は、体中、痣のように、紫っぽい色
になって痒く、顔に、白斑のように、白く脱色したようになっております。

　http://bit.ly/WSSmCz

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
【拡散】tokaiama 制御棒のない原子炉が稼働しはじめてるんだよ

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 6 時間 6 時間前 
名無し：2015/05/15(金) 14:24 ID:XXXXXXXX
風向きみたら

恐ろしいほど

ふくいちからいわき一直線 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/599097957091147776/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV 
· 7 時間 7 時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年05月15日 13:54
】

関東地方の一部の地域では、今日（１５日）夕方にかけて、光化学スモッグの発生し

やすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 7時間 7時間前 
名無し：05/15 13:59
宮城だけ500と異様に高い
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/599078004480876547/photo/1
大気汚染　リアルタイム気質指数

http://aqicn.org/map/japan/jp/ 

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 8時間 8時間前 
名無し：2015/05/15(金) 07:27 ID:XXXXXXXX

http://bit.ly/WSSmCz
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/599097957091147776/photo/1
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/599078004480876547/photo/1
http://aqicn.org/map/japan/jp/


ライブカメラ１号機側の後から高濃度汚染水蒸気らしき物が時折襲いカメラは五里霧

中になる。

一体何処からモクモク出てるんだ？

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 8時間 8時間前 
【放射線量の情報】

福島県いわき市小太郎公園で15日12時50分頃、8.784μSv/hを観測との情報（通
常0.133μSv）。本ツイートは自動送出しており誤検知、誤認の可能性もありますが、
注視願います。 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/599071690346266624/photo/1

火山たん @volcano_tan 
· 11時間 11時間前 
常に活発な活動を続けるハワイでは、いつも大量の二酸化硫黄が空気中に放出されて

霧のようになる事があるらしいんだよ。こういう霧は日光を遮るだけでなく人体に害

があるから、現地ではVolcanic fogを略してVogと呼ばれているみたいだよ。

War Is Overさんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES 
· 11時間 11時間前 
実際の首都圏、この一年で0.3μSv/hを超えるところが、こんなに。@GeorgeBowWow
最近東京の電車が急病人で…汚染食材を平気で食べ、空気も汚染され、避難権利レベ
ル（0.114μSv/h = 1mSv/y）を超えているのに… 
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
宇宙人ぶー　 @Bu_uuu 
· 11時間 11時間前 
九州北部、震災クラスの地震に警戒！野生猿の移動もアリ！ …http://weather-news-
earthquake-japan.blogspot.jp/2015/05/20150514_14.html?spref=tw …

War Is Overさんがリツイート 
猛烈汚染内部被曝放射性廃棄物たかの台食堂 @pikapikapikap10 
· 14時間 14時間前 
『チェルノブイリの祈り』にはまるで首都圏で頻発する急病人のような記述がある。

「たくさんの人があっけなく死んでいく。ベンチに座ったまま倒れる。家をでて、バ

https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/599071690346266624/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1
http://weather-news-earthquake-japan.blogspot.jp/2015/05/20150514_14.html?spref=tw


スを待ちながら倒れる。/説明のつかない死が多かった。突然死 / 多くの人が脳卒中や
心筋梗塞を起こした、駅やバスの中で」

amaちゃんださんがリツイート 
United Flow @soul2soullove 
· 19時間 19時間前 
都内大学病院の

血液内科…
本当に混んでいた。

予約の意味がないほどに。

14時の予約で
血液検査して

診察待って

診察して

お会計して

お薬もらって

18時にはなる。
鼻血を出しているひとがいたり

なんとなく

殺伐としていたな。

neko-aii @neko_aii 
· 21時間 21時間前 
@dgsmessengers:2012年11月12日
友人市議より

「霞ヶ関のキャリア組。

かなりの割合で、嫁と子どもを海外移住させてるぞ。」

分かってはいたがリアルに聞くと生々しい。

neko-aii @neko_aii 
· 21時間 21時間前 
低線量被曝の症状

・口の中の皮がむける

・のどの痛み

・目のかゆみ

・ぼんやりする・集中力がない・記憶力の低下

・理由のない抑うつ状態・不眠



・暑い寒いに対応できないなどの自律神経の異常

(日本DEATHS　2013/05/09)より

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 5月14日 
名無し：2015/05/14(木) 16:20 ID:XXXXXXXX
各地の公共下水道にヨウ素131 が検出
http://ameblo.jp/64152966/entry-12018921819.html …

neko-aiiさんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 
· 5月9日 
九州の知人から「この春以降福一がヤバいから線量が高いぞ」と聞いていた。今日そ

れを思い出して１年ぶりに自宅裏を測ったら0.17μSv（β線＋γ線）あってビックリ！雨

が降っているとはいえ何なんだこの線量は！日本大丈夫なのか？

amaちゃんださんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 
· 1時間 1時間前 
「早期に帰還する住民に対して東電の賠償金を増額する方向」

帰還しないと処罰、と言い出すんじゃないだろうな？

東電賠償、増額を検討　避難解除後の帰還促進　自民党復興加速化本部 | 県内ニュース
| 福島民報 http://www.minpo.jp/news/detail/2015051522784 … @FKSminpoさんから

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
海岸に見られるプラスチック破片の推定分解速度。

発泡プラスチックのコップ：50年
プラスチックドリンクホルダー：400年
紙おむつ：450年
プラスチックボトル：450
釣り糸：600年 

amaちゃんださんがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera 

http://ameblo.jp/64152966/entry-12018921819.html
http://www.minpo.jp/news/detail/2015051522784


· 10時間 10時間前 
重大【緊急事態下で人権停止になる？】安倍総理は「緊急事態下では人権停止になる

」と事実上の憲法破棄？http://ameblo.jp/64152966/entry-12016039860.html …　基本的
人権は憲法で保障：緊急事態下では日本版FEMA創設。あらゆる国家権力の最高機関と
なる。日本版FEMA創設の本当の意味とは？（転載）

amaちゃんださんがリツイート 
柳原滋雄 @yanagihara1965 
· 11時間 11時間前 
15日付公明新聞は「公明が厳格な歯止め」。責任をとれず、将来にわたってとる気も
ない人たちが、勝手なことを述べている。

War Is Over @kenshimada 
· 19時間 19時間前 
世の中ってうまく出来てますよね…（棒 RT @sayakaiurani: 国民が平和安全法制整備
法に反対すれば反対するほどなぜかロシアや北朝鮮などからの挑発的な態度やミサイ

ルがいっぱい飛んでくるんでしょうね。

War Is Overさんがリツイート 
prometheus @prometheus2054 
· 20時間 20時間前 宇宙人ぶー　
豚に真珠

社畜に労基法

日本人に民主主義 

amaちゃんださんがリツイート 
元自衛官 @yoko_kichi 
· 21時間 21時間前 
@AbeShinzo 「戦争の惨禍を繰り返さない」の前の「政府の行為によって」を意図的
に外した安倍総理。

戦争を起こすのは、あなた方「政府」であり、「惨禍」を被るのは国民だ。

法案は読んだが、国防の任に就いてきた一人として、米国の戦争に日本人の命を差し

出す法案は許せない。

War Is Overさんがリツイート 
うちゃか @sayakaiurani 
· 5月14日 

http://ameblo.jp/64152966/entry-12016039860.html


今日の夜から日本は「戦争できる国」に変わります。「憲法9条の改正がダメなら他の
法案可決しちゃえばいいじゃん。そーすりゃ、愚民はわからないよ」っていうどこか

の官僚が言ってた通りになりました。

War Is Overさんがリツイート 
Moira @sugi_moira 
· 11時間 11時間前 
戦争行くのは若者、殺し合いをするのも若者、死ぬのも若者。

爺婆達は60年、70年安保を戦って岸総理を退陣に追い込んだ。
そして、平和な70年を勝ち取った。
それが変わる。

嫌なら、戦え、安倍を退陣に追い込め。

学生、若者のエネルギーで国会を埋め尽くすだけでいい。

違う。

放射能まみれの巨大地震寸前の、

危険な関東の国会前に「集まれ」なんて、

言ってるやつに、耳を貸しちゃいけない。

逃げなさい。今すぐ。

命を懸けて…。

War Is Overさんがリツイート 
War Is Overさんがリツイート 
猛烈汚染内部被曝放射性廃棄物たかの台食堂 @pikapikapikap10 
· 14時間 14時間前 
日本にいる人は、一般人だろうが首相だろうが、みんな被曝してるんだよ。その中で

も環境中の汚染が高い関東東北にいる人たちは、特に酷い。呼吸で吸い込むのが一番

怖いからね。毎日、電車で数え切れない程、急病人が出てるよね？あの首相も大好き

な戦争する前に、コロッと倒れちゃうかもよ？



charley @charleycharley7 
· 19時間 19時間前 
電車の急病人。１日に20人以上。
800万人中の20人に過ぎないかも知れない。
でも、365日分で7300人。
これは決して少なくない。

それに、

周りの人たち10人以上が、
直接目にしているはず。

8万人の人たちに「気づく」可能性がある。
逃げようよ。まだ間に合う！

https://www.youtube.com/watch?v=1i0wXlanmB8
もののけ姫／米良美一／歌詞付き Relaxing Music

https://www.youtube.com/watch?v=1i0wXlanmB8


（５月16日）　バイトは中番。３連勤の初日。アタマはまったく動きません。被曝の
せいなのか、精神的なストレスのせいなのかは、境界線が渾然としていて、判別できま
せんね…。

http://85358.diarynote.jp/201505160909406349/

【関西】全域０．１μ超。今日も車に黄色い粉が

付着するでしょう。津波は高さ30mと推測され
るとか…
2015年5月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

おそようめございます。０８：３６．

バイトは中番。

３連勤の初日。

昨日さぼった分の家事をやっていたので、もう時間がありませんね。

今朝のお目覚め音楽はＣＤでこれでした…。
https://www.youtube.com/watch?v=S5YvvoKetZs
Mr President - We See The Same Sun - Album 

…ＰＣ（ネット）で丸一枚、タダで聴けちゃうのね、今は…

http://85358.diarynote.jp/201505160909406349/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505160909406349/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150516/85358_201505160909406349_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150516/85358_201505160909406349_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150516/85358_201505160909406349_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=S5YvvoKetZs


…（＾＾；）…

アタマはまったく動きません。

がんばって気力を奮い起こして、今日と明日の予定を考えるのが精いっぱい。

（－－；）

ストレートに被曝のせいなのか、精神的なストレスのせいなのかは、境界線が渾然としていて、

判別できませんね…。
（－－；）

とりあえず言語脳は比較的建材。いや健在。（＾＾；）

一昨日くらいからしきりと脳内を走り回って安眠妨害なのは、もっぱら最近（今生）のあれやこ

れやが、さながら走馬灯のごとしに、勝手に鮮明に、はしりまわっております…
…（ーー；）…

やはり遠からずに、

死ぬのかな、私？

…（〜〜；）…

ところで現在のこれが、

http://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php
ちべっとからウラルにかけて、みごとに同サイズの丸が３つ、一直線に並んでいて、ちょっ

とぎょっとしますね…
…（－－；）…。
とにかく欧州も揺れ揺れだし、北太平洋に「地震の巣というか卵？」があるし…

なにゃ（ＴＴ；）どやら〜…★

cmk2wl @cmk2wl 
· 42 分 42 分前 
今日も車に黄色い粉が付着するでしょう。

福島原発の様子からしてね。

見てますか？長時間高湿度だったことを。今も…。

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 

http://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php


脳の破壊が、様々な精神症状や身体の病気の原因だったのです。 作業中に大量に吸い
込んだ放射性物質が、脳にまで入り込み、 まるでミクロの爆弾のように神経細胞を破
壊していったと考えられます。http://amba.to/1g7coDf

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
「名探偵コナン」脚本家の望月武さん46歳、急性心筋梗塞で死去(5/14 読売新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5208.html …

火山たんさんがリツイート 
Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics 
· 7 時間 7 時間前 
【箱根の火山性地震 最多455回】箱根山で15日に観測された火山性地震は455回と1日
で観測された回数としては最多に。気象庁は引き続き警戒を呼びかけ。

http://yahoo.jp/XkaPFr

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10 時間 10 時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
昨日の昼前まで

狂ったように噴火していた桜島が、今日15日は、ピタリと噴火しなくなってる。これ
はこれで、エネルギーを溜め込んでる状態だろうなぁ。未だに山体が膨張してると、

気象庁が今日、データを発表してる

。https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598610404181291009 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
箱根の地震回数

5月15日（22時20分現在）で、過去24時間に発生した地震回数は「430回」　この10日
で起こってる地震回数は「2001回」　この1か月間で起こってる地震回数は「3078回
」

今日、地震回数が多いのがわかる

neko-aii @neko_aii 
· 10 時間 10 時間前 
2013-02-25
淀川、琵琶湖 (兵庫の水源)が不安

http://amba.to/1g7coDf
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5208.html
http://yahoo.jp/XkaPFr
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598610404181291009


最近、お風呂に浸かるとピリッとした感覚

すぐ消えるが、ひじ、ひざの内側が凄く痒くなり

皮膚科でアレルギーある、と検査

食物、ハウスダスト、動物、花粉、どれも陰性

子供も、すごい発疹

体全体の赤くもない発疹は初めて見た

火山たん @volcano_tan 
· 11時間 11時間前 
ハワイ諸島の島々はかつて噴火していた火山なんだけど、どうやら構造が不安定らし

くてたまに山体崩壊を起こすらしいんだよ。オアフ島はかつての島の3分の1が崩壊し
て海中に約4000立方kmもの土砂が流れ込んだらしいんだよ。その時に起きた津波はア
メリカ西海岸で高さ30mと推測されるとか…

火山たん @volcano_tan 
· 12時間 12時間前 
リゾート地として有名なハワイ諸島で最大の大きさを持つハワイ島は、海底から山頂

まで約1万mもあり、海上部分だけで岐阜県くらいの面積がある巨大な火山なんだよ。
それだけのサイズとなると山体の重さもとてつもないんだよ。具体的な数値は分から

ないけど、重さで地殻がへこんでいるんだよ…

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
ふくいちライブカメラ、日が暮れて様子がおかしくなってきました。

大量の水蒸気（湯気）を出しています。

War Is Overさんがリツイート 
lapis_apple @lapis_apple 
· 4月15日 
震災後の毎年の夏、ありえない低めの気温でも熱中症が関東周辺でグッと増えている

のは、恐らくは甲状腺にダメージを受けている→体温調節が上手くいかないっていう

のも一部起因してるんじゃないかなと、だからそういう人が増えてるんじゃないかと

今更ながらぼんやり改めて考えてみていた今日‥

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
中部電力浜岡原発維持費用、年間1000億円　停止後４年経過で4000億円に膨張。電気



料金転嫁で消費者負担に（東京）

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/788.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
イギリスの情報公開法申立てにより30年に渡り極秘とされていた政府の公文書が公開
1.ワクチンは効果がない
2.予防するはずの病気の原因となりうる
3.子供にとって有害
4.公衆に対する虚偽の共謀
5.安全性確認の試験の実施を妨害した
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=304002 …

火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
文科省「日本では火山は地震に比べて研究費用が少ない」

めう「少ないめう…」

文科省「そこで火山と地震の研究費用を合算して発表する」

めう「合算して発表」

文科省「これで火山研究が冷遇されている現状は分からなくなる」

めう「やっためう！凄いめう！」

War Is Overさんがリツイート 
まるじゅん @marujunkororin 
· 2014年5月13日 
甲状腺の病気も心筋梗塞もがんも国民病と言うNHK。今度は熱中症について。気温が
２５度以下でも「熱中症で」救急車で搬送される人がたくさんいて、昨年５月は２６

３人が搬送された、と。

War Is Overさんがリツイート 

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/788.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=304002


まるじゅん @marujunkororin 
· 2014年5月13日 
「身近で人が倒れてもそれは熱中症。鼻血は放射能と無関係。甲状腺もがんも心筋梗

塞も国民病だから大丈夫。食べて応援。風評被害けしからん」テレビはそんな報道番

組以外はバラエティばかり。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月16日9:10
Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
皆さん、大脳は「現実を映すプロジェクター」として設計されています。瞬間毎に感じる刺激や

経験によって連続感を生み出しています。それで経験や現実が実際に途切れて幻想であっても連

続する「幻想」の中で生きることが可能になります。　http://bit.ly/1l6za6G

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月16日10:33
札幌の降水確率０％なのに凄い湿気。(∋_∈)
線量は低めで、ベクレの心配は少ないです。(^_^;)
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（５月16日）　今日はバイト中に不整脈おきて、客と会話し中に心臓麻痺で死ぬかと
思いました…ｗｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201505161556391358/

【新潟】地震注意。

2015年5月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

前項参照。

秋田以西以南は、数日内の

急死急病が急増の見込み。

(∋_∈)

個人的には厄日ぎみ。

キレずに済みますように…

(^人^;)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505162327219722/

『アナ雪ジャーノンに花束を』。

2015年5月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

おばんです。２３：１８。

情報チェックだけして２４時前には就床する予定。

（＾＾；）

箇条書きで順不同。

アタマ、とっ散らかってます。思考が継続できない。

今日のバイトはプチ厄日でした。

だがしかし、「プチ」程度の厄で済んでりゃ、このご時世なら上等の上出来？

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201505161556391358/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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なにより大嫌いなフィルッちがいなかっただけでも精神的ストレスはとても低かったので、客が

ベクレ痴呆症だらけでも、全国の健康状態が阿鼻叫喚末期のフクイチ地獄でも、もはや知ったこ

っちゃないわ…

ｗ（－－；）ｗ

もともとナケナシの高次脳機能がどんどん欠落していて、対人関係能力なんて真っ先に完全消滅

しそうです。

すでに言語野と脊髄反射だけでバイト（電話オペレーター）を、完全に手抜きの態度ナゲヤリ傲

慢の、ヤッツケ仕事でコナしているからな…ｗ

てなわけで、私の知能と健康寿命は、どんどんすごい勢いですり減っている現在…

今日はバイト中に不整脈おきて、客と会話し中に心臓麻痺で死ぬかと思いました…ｗｗｗｗｗ

けっこう嗤えるよねそれはｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=IRtwuAPY7wc
M People - Walk Away 

てことで、帰って来てお迎え音楽にコレをかけてササクレた魂をなだめながら…

まだ憶えているうちに、この本は貼っておかなくちゃね。

（＾＾；）

と、思ったのことでした…★

…（ＴへＴ）…

       

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=IRtwuAPY7wc


   

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日0:29
neko-aii @neko_aii 
· 1時間 1時間前 
低線量被曝の症状

・甲状腺機能異常

・月経周期異常

・流産・早産など分娩異常

・アレルギー悪化

・高血圧・高血糖など生活習慣病の悪化

・心筋梗塞、脳梗塞、脳卒中、クモ膜下出血などの増加

発育する胎児への脳障害は特に深刻

(日本DEATHS2013/05/09)より

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日1:12
Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
健康被害はあるとき急激に悪化する。重篤な疾病になったときには、自分の力で引越しをするこ

とも難しくなる。体調が悪化して正常な判断力が働かなくなっていることも多いだろう。

http://bit.ly/X6ynaR

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日1:13
Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
右手の薬指の第一関節が少し腫れていて痛い。耳鳴りが少しある。左の鎖骨下の筋肉が痛い。心

臓のばくばく感はなんだろうと思う。起きている時に時々息をしていない。　

http://bit.ly/1vAsvmB
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（５月16日）　全く過去の悲劇や歴史から学んでないクルクルパーの二ポンジン。

http://85358.diarynote.jp/201505170116381285/

【問】総計何万人が今夜の帰宅難民であるか、

概数で答えよ。

2015年5月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=J7JGLga1Ouk
LET US GO - PASSOVER PARODY - UKELELE REGGAE (LET IT GO - IDINA MENZEL) 

特務機関NERV @UN_NERV 
· 9分 9分前 
【京急本線 運転再開 2015年5月16日 23:49】
京急新子安駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、23:45現在
、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 17分 17分前 
【京王線 運転再開】
京王線は、仙川駅で起きた人身事故の影響で、新宿とつつじヶ丘の間の上下線で運転

を見合わせていましたが、午後11時32分に運転を再開しました。
http://nerv.link/3G8hGg

特務機関NERV @UN_NERV 
· 4時間 4時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2015年5月16日 20:13】
大森〜蒲田駅間で踏切内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、20:04頃
、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 4時間 4時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転再開 2015年5月16日 20:13】
品川〜川崎駅間で踏切内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、20:04頃

http://85358.diarynote.jp/201505170116381285/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505170116381285/
https://www.youtube.com/watch?v=J7JGLga1Ouk
http://nerv.link/3G8hGg


、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

War Is Overさんがリツイート 
Tubby Hohengänger @AgathaChrio 
· 6時間 6時間前 
急病人@副都心線 
https://twitter.com/AgathaChrio/status/599512321216512000/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV 
· 7時間 7時間前 
【ゆりかもめ 運転再開】
変電所の不具合のため全線で運転を見合わせていた、東京の新橋と豊洲を結ぶ「ゆり

かもめ」は、午後4時半に運転を再開しました。
http://nerv.link/jIvZtw

特務機関NERV @UN_NERV 
· 10時間 10時間前 
【山手線 運転再開 2015年5月16日 14:29】
目黒駅で線路内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、14:25現在、運転
を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

https://www.youtube.com/watch?v=xpgEw-X5aw0
Never Let Them Go [Official Music Video] - Dylan Joel (Prod. Otis Grey)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日1:18
War Is Overさんがリツイート 
八重樫 勇児 @maimaigashi 
· 1時間 1時間前 
なんだなんだ

池袋のホームにぶっ倒れてる人が二人もいるぞ

大丈夫か？

https://twitter.com/AgathaChrio/status/599512321216512000/photo/1
http://nerv.link/jIvZtw
https://www.youtube.com/watch?v=xpgEw-X5aw0
http://85358.diarynote.jp/
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War Is Overさんがリツイート 
やめて @yamenaide_ 
· 2時間 2時間前 
新宿、ゲロに溺れて倒れてる人とかいっぱいいるし地獄だな

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日1:19
War Is Overさんがリツイート 
放射能汚染・内部被曝情報 @radioactive_SOS 
· 7時間 7時間前 
放射能汚染・内部被曝情報さんがリツイートしました charley
急病人が１日200人を突破し首都圏交通機能マヒが起きれば「電車内熱中症」の報道が始まると思
われます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日8:59
War Is Overさんがリツイート  
やまなしこうき @KokMilesbird 
· 11時間 11時間前 
仙川駅で非常停止ボタン押されてて、よく見たらホームの端の方に倒れてる人がいたんだけどし

ばらく見てたらその人にブルーシート被せられててこれ絶対ただ事じゃない

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日9:00
War Is Overさんがリツイート  
prometheus @prometheus2054 
· 7時間 7時間前 
昔「神風特攻、皆でやれば怖くない！」

戦後「赤信号、皆で渡れば怖くない！」

311直後
「放射能、皆で食べれば怖くない！」

http://85358.diarynote.jp/
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311から2年後
「国民病、皆でなれば怖くない！」

全く過去の悲劇や歴史から学んでないクルクルパーの二ポンジン。

 



（５月17日）　バイトは中番。３連勤の中日。昨日のシフトから推測するに、今日は
嫌でも大嫌いなフィルッちの顔をみるはめに…（＝＝＃）…

http://85358.diarynote.jp/201505170906444214/

【横須賀】工場 〈京浜久里浜〉から核燃料が出荷される／NHK
国内向けテレビはヤバイ部分をカット／海外向け放送は福島第一

原発がボロボロになっている映像。

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

あらためまして、おはようございます。

０８：３５．

バイトは中番。３連勤の中日。

昨日のシフトから推測するに、今日は嫌でも大嫌いなフィルッちの顔をみるはめに…（＝＝＃）
…

モチベ下がりまくりなので、この曲をまた聴いちゃいますよとｗ

http://85358.diarynote.jp/201505170050358411

ｗ（＾＾；）ｗ

ついでにこれも聴くかな…
https://www.youtube.com/watch?v=71_edqWYPmI
残酷な天使のテーゼ 歌詞付き 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
駅や電車内での急病人が激増中 
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/243.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
拡散！　チェルノブイリでも同じだった

福島県いわき市、交通事故犠牲者が2013年の3倍に！緊急事態宣言発令！放射能被ばく
による脳障害などが要因か？ 

http://85358.diarynote.jp/201505170906444214/
http://85358.diarynote.jp/201505170906444214/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://85358.diarynote.jp/201505170050358411
https://www.youtube.com/watch?v=71_edqWYPmI
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/243.html


http://www.asyura2.com/14/genpatu40/msg/812.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
腰痛に悩む人が激増している 
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/782.html …
腰痛の原因は腎臓にあることが多い

腎臓が腫れていると腰をかがめるのも大変になる

肉や魚を食べて腫脹する場合は腎臓結石を疑い、ウラジロガシエキスで治療する

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
そこのおとうさん！　あなた　台湾や韓国が輸入禁止にしたものを毎日食っていませ

んか？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/131098345.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
蔵王山で数センチの隆起を観測！十勝岳では火山性地震が急増！箱根山の地震活動、

16日も200回を超える！地鳴りの報告も
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6508.html …

War Is Overさんがリツイート 
城山キーウィ @ShiroPineapple 
· 5 時間 5 時間前 
【島根原発から８．５ｋｍの松江城■国宝に！】NEW
■島根「松江城天守」国宝に指定へ

　http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150515/k10010080931000.html … …
★「島根原発　ここより8.5km away」http://ameblo.jp/relationship-zama/entry-
11889440563.html … …

War Is Overさんがリツイート 
大地震・前兆・予言.com @okayogen_com 
· 6時間 6時間前 
箱根・大涌谷、さらに高く隆起…最大12センチ
http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6950.html … #地震 #予言 #オカルト #
まとめ

http://www.asyura2.com/14/genpatu40/msg/812.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/782.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/131098345.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6508.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150515/k10010080931000.html
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http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6950.html


War Is Overさんがリツイート 
GSX-R1000Suzuka @GSXR1000KR 
· 6時間 6時間前 
GSX-R1000Suzukaさんがリツイートしました War Is Over
｢ただちに危険はない｣の時期を過ぎて、とうとうフクイチ放射能汚染によるパンデミ

ックが始まった模様。 

War Is Overさんがリツイート 
かず- @kzooooo 
· 7時間 7時間前 
どう考えても被爆させられてるのに、電気料金払うのおかしくないか？暴行された犯

人に金払うって異常。

War Is Overさんがリツイート 
城山キーウィ @ShiroPineapple 
· 7時間 7時間前 
救急車３０分３万円の時代になったら、「なんで救急車なんか呼んだんだ！俺、金

ない！」て正気づいた人にぶん殴られるかも。

RT@kenshimada 首都圏の改札出たところに貼られているポスター。#急病人 はこうい
う症状が多いのだろうな。

https://twitter.com/kenshimada/status/567362275858583552/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
�� 横浜のノン �� @jg1evh 
· 10時間 10時間前 
今日か明日、横須賀の核燃料工場 〈京浜久里浜〉GNF-Jから核燃料が出荷されるよう
です。工場を監視して居る人達は監視するだけで手一杯のようです！核燃料は工場を

出ると一般道や高速道路使って輸送されます。もし、輸送中に事故が起きれば、、、

。日立物流のトラック４台に要注意！

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
（井戸川前双葉町長）

「私が町長だった時には、多くの人々が心臓発作で死んだことを知って…。
福島では多くの人々が急死…若い人々でさえも...。

https://twitter.com/kenshimada/status/567362275858583552/photo/1


東電の従業員も亡くなってます。

しかし誰もがそのことに関して口を閉ざしているのです」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
子供に水銀ワクチンを打ちたがる理由

インフルエンザ・ワクチンに使われている防腐剤は、４９％が水銀

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d7635d57c347706601560ddecb4aab18 …
ビル・ゲイツは2010年4月に行ったスピーチの中で、
「世界の人口を減少させるため、ワクチンが使われるべきだ」

と発言しました。

War Is Overさんがリツイート 
やまなしこうき @KokMilesbird 
· 11時間 11時間前 
仙川駅で非常停止ボタン押されてて、よく見たらホームの端の方に倒れてる人がいた

んだけどしばらく見てたらその人にブルーシート被せられててこれ絶対ただ事じゃな

い

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 12時間 12時間前 
@tokaiamada 【動画】　NHK国内向けテレビはヤバイ部分をカット
　http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150515/k10010080541000.html …　NHKの海外向
け放送は福島第一原発がボロボロになっている映像を流した　（１分８秒ぐらいから

）

War Is Overさんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove 
· 5月14日 
福島から避難した人。おそらく関東圏内だろうけど水道から黄色い水が出るとのこと

。美容室も黄色い水。何度も市に問い合わせたけれど安全と言われたらしい。その水

でお米を研いでお茶を沸かして骨が痛いとか運転中に記憶が途切れるとか。運転中の

モウロウ状態はいつもらしい。

War Is Overさんがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d7635d57c347706601560ddecb4aab18
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150515/k10010080541000.html


山口透析鉄(脱被曝) @tousekitetsu 
· 5月13日 
@junko_in_sappro: 関東終了宣言が出た！
千葉県３か月分の水道水からヨウ素１３１が４．６ミリベクレル/ｋｇ！
http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2588.html …
新宿区でもセシウム134が出ている 

War Is Overさんがリツイート 
り @scrlol 
· 5月14日 
駅から出たら目の前に地面まで血だらけで倒れてる人いたんだけど

https://www.youtube.com/watch?v=4PCgJGxz-FU
Attack On Titan Soundtrack Shingeki no Kyojin OST Mix 進撃の巨人
 

      
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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降水確率１０％なのに通勤時間２０分だけドンピシャリどしゃ降られて全身被曝＆ずぶ濡れでこ

れから９時間のオフィス勤務とか、

どうなのそれは。

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日15:09
最高０.０４８μの雨。(-"-;)

まぁ風邪っぴきと肌荒れの心配くらいで済むかな…
(-.-;)
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（５月17日）　夏ごろから明らかにおかしい フサから一気に頭頂部近辺の地肌が見え
るスカスカ状態まできてしまった。

http://85358.diarynote.jp/201505180014001188/

「今日もいっぱい電車が止まるぞ♪」（－－＃

）

2015年5月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=dTzYYjHwHmc
[進撃の巨人] Shingeki no Kyojin/Attack on Titan - OST Mix (1080p) 

特務機関NERV @UN_NERV 
· 7時間 7時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2015年5月17日 16:25】
浦和〜赤羽駅間で線路内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、16:16頃
、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 7時間 7時間前 
【宇都宮線[上野〜宇都宮] 運転再開 2015年5月17日 16:25】
赤羽〜浦和駅間で線路内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、16:16頃
、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 7時間 7時間前 
【高崎線 運転再開 2015年5月17日 16:25】
赤羽〜浦和駅間で線路内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、16:16頃
、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 24時間 24時間前 
【京急本線 運転見合わせ 2015年5月16日 23:59】
23:24頃、京急新子安駅で発生した人身事故の影響で、現在も京急川崎〜神奈川新町駅

http://85358.diarynote.jp/201505180014001188/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505180014001188/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091884504/
https://www.youtube.com/watch?v=dTzYYjHwHmc


間の運転を見合わせています。なお、振替輸送を行っています。

まもなく電気も止まるぞ。

neko-aii @neko_aii 
· 39 分 39 分前 
チェルノブイリ

事故処理員の全員に脳の萎縮がみられる

（壊された神経細胞は元に戻ることはない）

体の中に入った放射能の量が多いほど

脳の破壊が進み、やがて脳の機能が失われていきます

脳のもっとも外側が破壊されると『記憶力が低下』

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/92044e1a5b94226580448f9d4f2c09d3 …

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
白血病やガンよりも非ガン性疾患の増加が顕著に見られた。ウクライナの公式文書に

よれば事故の翌年からの６年間で内分泌疾患は１２５倍脳神経疾患は４４倍消化器疾

患６０倍皮膚結合組織疾患５０倍筋肉骨格疾患および精神疾患は５３倍も増加した。

健康に異常のない人は事故後１０年間で激減した。

neko-aiiさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
私が住んでいた東京のマンション、１家族、そしてまた１家族といなくなって、全世

帯埋まっていたのが、今では同じ階にすんでいるのは１家族のみで、あとはすべて空

き家になってしまったそうです。

neko-aii @neko_aii 
· 4時間 4時間前 
【放射線の影響】広島被爆者を見てきた医者より ”免疫がない者は症状は出ずに進行し
、ある日突然死ぬ”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5457353a660d05f8d2234cc25e0a5ca8 …

neko-aiiさんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/92044e1a5b94226580448f9d4f2c09d3
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5457353a660d05f8d2234cc25e0a5ca8


· 5時間 5時間前 
首都圏の電車は急病人が出てよく遅れるという話、最近よく語られているが、私は、

電車どころかバス停で倒れている人を何回も見ているが。暑くもない日に。

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
福島産使うと表明企業　サブウェイ、イオン、セブンイレブン、イトーヨーカドー、

すき家 なか卯、ココス、ジョリーパスタ、はま寿司、牛庵、華屋与兵衛、ビッグボ
ーイ、モスバーガー、てんや、サイゼリヤ、大戸屋、王将、リンガーハット、マック

、雪印　http://bit.ly/1zMjpH7

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
電気冷蔵庫を必要としない暮らしを実現しよう

中津川市加子母町の渡合温泉に行ってごらん

電気がまったく使えない　携帯もつながらない

ランプの生活で、冷蔵庫がないから、一切作り置きがない

全部、食事前に作る

素材は畑と池にある

とんでもない深山幽谷　すばらしい宿だ

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
原発電気を拒否し自家電源で生活する場合、大幅に電気を節約する生活になる

私の子供時代まだ電気冷蔵庫がなかった

食品保存は

①乾燥（乾物）②塩漬け　③酢漬け　④発酵（漬物）であった

今は廃れかけた、これらの技術を復活させなければならない

保存食品を自分で作ろう

震災備蓄にも有効だ

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
相変わらず報道しないマスコミたち！品川で空間放射線量毎時19マイクロシーベルト
以上！ http://bit.ly/tvpCfD

cmk2wl @cmk2wl 

http://bit.ly/1zMjpH7
http://bit.ly/tvpCfD


· 8 時間 8 時間前 
よーく見ると、肌に小さな白斑がない？

War Is Overさんがリツイート 
WIRED.jp @wired_jp 
· 9時間 9時間前 
アノニマスが開発したインターネットを介さないデータ通信「AirChat」は自然災害の
場合にも非常に有益なツールとなるはずだ。 http://bit.ly/1lgug1b
https://vimeo.com/92651272

War Is Overさんがリツイート 
ラップトップ抱えたイギリス人 @iruo619nacom 
· 12時間 12時間前 
改札機の中でぶっ倒れてる人いる

大丈夫かね

Lightworker @Lightworker19 
· 14時間 14時間前 
なぜ線量の高い上空を飛ぶパイロットやキャビンアテンダントにガンが少なくて、原

発作業員にガンが多いのか。問題は空間線量ではなく、放射性物質のチリを呼吸で吸

い込む内部被曝なのだ。従って、大量の死の灰が降った東京を含む東日本は今後、恐

ろしい事態が発生する。西日本に移住するしかない。

War Is Overさんがリツイート 
katakura :) @kataflyflat 
· 16時間 16時間前 
なんか渋谷倒れてる人多い

Lightworker @Lightworker19 
· 16時間 16時間前 
【拡散】k2cyan 東京スカイツリーに近い。東京都台東区で68,600Bq/kg
4,459,000Bq/m2の放射能汚染。上野駅から浅草駅のエリア　 ⇒　http://bit.ly/Q9DUDG

Lightworker @Lightworker19 
· 19時間 19時間前 
☆日本は終了しました☆ 

http://bit.ly/1lgug1b
https://vimeo.com/92651272
http://bit.ly/Q9DUDG


Lightworker @Lightworker19 
· 21時間 21時間前 
確かに、夏ごろから明らかにおかしい フサから一気に頭頂部近辺の地肌が見えるスカ
スカ状態まできてしまった 今みたいにスカってたらさすがに春までに気付いている
はず 関西住みだからあまり原発のことを気にしてなかったけど、やっぱ食べ物だろう
か　http://bit.ly/13DwbGZ

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 5月16日 
名無し：05/16 18:13
東京の小学校教師の調査の結果、子ども８割が浮き指だった…関節リウマチ性の浮き
指でしょ…自己免疫疾患。つまり浮き指は被曝によるもの。そうでなければ集団的な
浮き指の説明がつかない

http://www.sankei.com/premium/news/150505/prm1505050019-n1.html …

amaちゃんださんがリツイート 
飯舘村農民見習い伊藤延由 @nobuitou8869 
· 5月8日 
山菜測定速報：

コシアブラ、写真のコシアブラ27万㏃/kgでした。
直ぐ近くで採取したのは9万4千㏃/kgでしたのに、この検体採取した場所から300m程し
か離れていない、飯舘村小宮クツワ掛け産です。 
https://twitter.com/nobuitou8869/status/596791642331287552/photo/1

八木明々 @nrg34331 
· 5月6日 
南相馬鹿島SAは大混雑。騎馬武者のお出迎えに驚く。浪江やきそば等、土産物が所狭
しと並ぶ。大好物の凍天を購入。R6に降りて南相馬の横川ダムへ。通行止め地点の路
上1.4mの空間線量率は2.74μSv/h前後だが道脇の地面上はご覧の通り。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日0:22
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kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
原発爆発以来、外食という文字は無くたった。変人でも、付き合いが悪くても、被曝食を付き合

うより無限大良い

ドトール、産地は国名のみ。県名は答えないらしいhttp
://matome.naver.jp/odai/2136524950044866001 …　★外食と産地★の話題 - NAVER まとめ
急病人

給食

水道水

心臓突然死

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日0:25
kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
ポーランド在住の友人は親から送ってきてもらった海苔にガイガーを近づけたら1500ベクレルだ
ったそうで購入した千葉産の海苔 コレはポーランドでは放射性廃棄物
被曝

放射能

急病人

給食

セシウム

ストロンチウム

心臓突然死

セシウム心筋 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日0:27
charley @charleycharley7 · 5月15日 
2015急病人ツイート中部・関東・東北
2月後半15日209平均13.9人
3月前半15日188平均12.5
3月後半16日309平均19.2
4月前半15日340平均22.6
4月後半15日331平均22.0
5月前半15日318平均21.2

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月17日）　バイトは２日続きのプチ厄日でしたが、ぷち厄（〜〜；）とか平和な
愚痴を言っていられるのがどれだけ幸福なことか、けして忘れない自分でありたいと思
います…

http://85358.diarynote.jp/201505180019358196/

神奈川県城ヶ島沖で1週間のうちに水深が1.9メートル〜6.3メート
ル減少。

2015年5月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

おばんです。（＾＾；）２３：０９．

懲りずに一曲追加しました（ｗ）

　

http://85358.diarynote.jp/201505170050358411
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

バイトは２日続きのプチ厄日でしたが、ぷち厄（〜〜；）とか平和な愚痴を言っていられるのが

どれだけ幸福なことか、けして忘れない自分でありたいと思います…
（－－；）

いま私を札幌に「避難済み」に、させて下さった守護関係者？の皆様、

http://85358.diarynote.jp/201505180019358196/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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ほんとうに、ありがとうございます…

https://www.youtube.com/watch?v=uW-eIco8trE
進撃の巨人 OP 紅蓮の弓矢＆自由の翼 full 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
05月17日 18時22分48秒
富士山付近で深発地震。（北緯35.295　東経138.790）（地震の規模：マグニチュー
ド2.6　深さ163.8km）　箱根までの距離は約17kmの地点が震源。火山関連っぽい地震
ですね。これ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/599906512010551296/photo/1

火山たんさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum 
· 6時間 6時間前 
5月10日-5月16日の地震活動(気象庁発表)
神奈川県西部 847回
和歌山県北部 96回
宮城県沖 91回
沖縄本島近海 83回
静岡県東部 77回
福島県沖 77回
奄美大島近海 65回
以下省略

計2978回
http://j.mp/1oo8wnC

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
海外でハントされるフクシマ作業員　：　東京電力の関連会社は、福島作業員を海外

から捜し始めている。その条件は、核に従事する仕事としては典型的な虚偽の情報の

ように見える。　http://bit.ly/1fAevmd 　
https://twitter.com/Lulu__19/status/430209777080094721/photo/1

火山たんさんがリツイート 
だゐち @27da1 

https://www.youtube.com/watch?v=uW-eIco8trE
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/599906512010551296/photo/1
http://j.mp/1oo8wnC
http://bit.ly/1fAevmd
https://twitter.com/Lulu__19/status/430209777080094721/photo/1


· 9時間 9時間前 
陸上アナウンス「ただいま桜島が噴火しておりますが、鹿児島ではこれは当たり前の

ことです」

観客「ざわ..ざわ...」 
https://twitter.com/27da1/status/599801166227050496/photo/1

火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
火山由来の大気中の微粒子は、太陽光を遮るだけでなく上空のオゾン層と反応して破

壊する働きもしてしまうんだよ。二酸化硫黄が関わっているとも火山灰の表面で塩素

とかが反応を起こすためとも言われているね。実際、1991年のピナツボ山の大噴火の
後にはオゾンの濃度が大きく下がったらしいんだよ。

火山たん @volcano_tan 
· 11時間 11時間前 
噴火によって大気中に舞い上がった微粒子が気候変動を起こす仕組みについてだけど

、普通は微粒子が太陽光を直接遮るからだと考えられているんだよ。けど別の説では

、微粒子が中心となって水分が凝固し、世界中で雲が出来やすくなるからって言われ

ているんだよ。噴火で雲が出来るなんて面白いよね。

火山たん @volcano_tan 
· 12時間 12時間前 
大噴火で大気中に舞い上がった火山灰や二酸化硫黄によって出来た微粒子は、太陽光

を遮って気候変動を起こすと考えられているんだよ。有名なものは1815年のタンボラ
火山の噴火などによって、翌年の平均気温が世界的に低下した例だね。これは「夏の

ない年」と呼ばれるくらいの影響だったんだよ。

Lightworker @Lightworker19 
· 18時間 18時間前 
神奈川県城ヶ島沖で、1週間のうちに水深が1.9メートル〜6.3メートル減少
　http://bit.ly/14fASVA

でも北海道も、こんななんですけどね…ｗ

地震マップ @eq_map 

https://twitter.com/27da1/status/599801166227050496/photo/1
http://bit.ly/14fASVA


· 3時間 3時間前 
【M3.0】十勝地方 深さ118.9km 2015/05/17 19:46:26
(G)http://j.mp/1IJtGIe (Y)http://j.mp/1QTyj5k (アニメ)http://j.mp/1EcvR0T

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M4.0】津軽海峡 深さ174.2km 2015/05/17 12:42:25
(G)http://j.mp/1cHuYra (アニメ)http://j.mp/1cHuYaA

地震マップ @eq_map 
· 14時間 14時間前 
【M2.6】日高山脈 深さ98.3km 2015/05/17 09:08:54
(G)http://j.mp/1FkZSkg (Y)http://j.mp/1La39DO

地震マップ @eq_map 
· 15時間 15時間前 
【M4.0】十勝地方 深さ58.4km 2015/05/17 08:29:18
(G)http://j.mp/1H9LNmx (Y)http://j.mp/1QSEZkp (アニメ)http://j.mp/1RVinkw

地震マップ @eq_map 
· 15時間 15時間前 
【M3.1】苫小牧南方沖 深さ86.7km 2015/05/17 08:19:24
(G)http://j.mp/1A6NGDD (アニメ)http://j.mp/1QSEcQo

地震マップ @eq_map 
· 20時間 20時間前 
【M3.6】北海道北東沖 深さ8.1km 2015/05/17 02:42:39
(G)http://j.mp/1L9qoxK (アニメ)http://j.mp/1bWMVBh

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M2.9】北海道北東沖 深さ4.0km 2015/05/17 02:38:07 http://j.mp/1L9pW2k

https://www.youtube.com/watch?v=awVmja8oBVU
リヴァイ兵長が太鼓の達人に挑戦してみたようです。
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https://www.youtube.com/watch?v=awVmja8oBVU


ぅわひゃひゃひゃひゃひゃひゃ…ッ☆

隊長は…じゃなくて、体調は、まともじゃないです。

左右の卵巣から鼠蹊部リンパにかけて断続的に不快で鋭い疼痛が走ってます。

鼠蹊部リンパ癌？（〜〜；）？

まぁ、苦しむ暇もなく死ねるなぁ、それは…ｗ（－－；）ｗ

店頭から「ペットボトルの水」が姿を消しました…

遅すぎるけど、皆さん色々、気がつき、行動しはじめては、いるらしい…
 



（５月18日）　バイト中番。あと２２分。

http://85358.diarynote.jp/201505180903228290/

「フクイチ発トリチウム水蒸気雲」襲来

／核分裂爆発にしかみえない。

2015年5月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
（承前）再度あらためまして、おはようございます。

０８：３８．バイト中番。あと２２分。

熟睡して発熱して、体内で増殖しかけていたガンもどき細胞は

きれいに駆逐されてくれちゃったみたいで、体調も精神状態も良好。

（＾ｗ＾）ｇ

雨露しのげて暖かくて静かな環境を独占して安眠熟睡できる。という現状に勝るサイワイはそう

そうないと思います。

海の藻屑となりつつあるミャンマー政治難民や、Ｍ７地震２連発で露頭に迷っているネパールの

ことをけして忘れまい。

で、私にできることって結局、

「生きるために不撓不屈の闘いを続けるひとたちを励ますための物語を書く」

しか、ないのでした…（＾＾；）

曲はシツコクこれですｗ

https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
【MAD】進撃の巨人〜紅蓮の弓矢〜 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 17分 17分前 
イエメンで戦術核が使われたのでは？

どうみても核分裂爆発にしかみえない

http://www.liveleak.com/view?
i=b34_1431896117&utm_medium=twitter&utm_source=Liveleak …

Lightworker @Lightworker19 
· 23 分 23 分前 

http://85358.diarynote.jp/201505180903228290/
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日本の外務省から伝えられた以下の情報にロシア側は驚愕したという。その内容とは

、４千万人以上の日本人が放射能の毒性により「極めて危険な」状況下にあり、世界

最大の都市東京を含め東日本の大半の都市から強制的に避難させられる状況に直面し

ている。http://bit.ly/WIRmaJ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 52 分 52 分前 
5月18日 07時45分現在
箱根：大湧谷。　昨日から火山性地震が激減、噴気は大量。それに伴う「ゴォーとい

う噴出音」も増大。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 1時間 1時間前 
【福岡の男性、エボラ出血熱感染の可能性】

西アフリカのギニアに滞在歴がある福岡県の４０代男性、エボラ出血熱感染の可能性

があるとして検査。

http://nerv.link/GhK8s8

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
ロシアとの軍事衝突を避ける方向へ舵を切ったオバマ大統領だが、シリアでは不安定

な状況が続く 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505170000/ …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
拡散希望！福島甲状腺ガンの手術54例の8ー9割は既に甲状腺以外に転移している！ 第
4回資料3より
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/203.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
福島で異変？死亡事故多発で福島全域に警報発令！県規模の警報は今年初！7日間で6
人が亡くなる！警察官の自殺なども！

http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/737.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
山頂に亀裂が入った、鹿や熊が逃げ出し始めた「箱根と富士山は兄弟」と専門家　連

動噴火の可能性を指摘(5/15 NEWS ポストセブン)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5215.html …

http://bit.ly/WIRmaJ
http://nerv.link/GhK8s8
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505170000/
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/203.html
http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/737.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5215.html


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
１６日午前１１時５１分、フクイチＴＢＳカメラ　/　「ステージ上のドライアイスの
ような重い蒸気が滞留して、全国へばらまく風を待っています

誰が止めてくれるのか

佐野千遥博士が「フクイチ発トリチウム水蒸気雲」襲来を警告

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-f2aa.html#more …

charley @charleycharley7 
· 8 時間 8 時間前 
0.1を越えたら危険です。「「このフライデー読みたい！ ＜首都圏の放射能汚染＞東
京ドーム１．３４μSv/h、ディズニーランド０．４２、渋谷ハチ公前、フジテレビ、
成田、羽田…除染基準０．２３超の場所　3/20号フライデーより」」
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4137.html … …

charleyさんがリツイート 
mai @jrmmnisi 
· 8時間 8時間前 
１９；三田医師）東京での被曝の原因は「空気」。食べ物で出ている人も確かにいる

。白血球を見ていると影響を免れている人はいないのではないかと思う。食べ物、飲

み物ではない。空気のせい。空間線量がいいからといって、大丈夫だとはいえない。

遠ざかるしかない。

charleyさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
【社会】 放射能汚染コンクリ、なんと１００社以上に出荷か…社長「放射能の知識
ない。『何で放射能で住んじゃダメなの』と思ってた」　http://bit.ly/1boSnIN

火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
噴火によって火山から出てくる元素で多いものはケイ素だけど、実は酸素が占める割

合も多いんだよね。二酸化ケイ素はもちろん、酸化鉄や酸化アルミニウムなど金属の

酸化物という形態で酸素は出てくるんだよ。あ、後は水や二酸化炭素などの火山ガス

としても含まれるね。

charleyさんがリツイート 
The daily olive news @olivenews 
· 14時間 14時間前 
原発攻撃被害　極秘に研究　（外務省84年に報告）
＜被ばく死　最悪１．８万人　原発攻撃被害　８４年に極秘研究＞

＜外務省 反対運動恐れ公表せず＞

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-f2aa.html#more
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4137.html
http://bit.ly/1boSnIN


原発攻撃は神話か 
https://twitter.com/olivenews/status/599870754218323968/photo/1

charleyさんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 5月16日 
台湾の検査で80ベクレル超のイワシですが、日本の公的検査だと、こんな数字しか出
てないんですが。。。　http://www.radioactivity-db.info/product.aspx?
product=%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%82%B7&category=%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%89%A9
…　ほんと信用できませんね日本の検査@Tanisennzo 2014年4月17日発表台湾政府
　http://www.fda.gov.tw/upload/133/Content/2014041715023899817.pdf …

amaちゃんださんがリツイート 
二宮友和 eastern youth @fundoshiprince 
· 5月14日 
この時、集団的自衛権は「日本人が命の危機に晒される場合」と限定してただろうが

、詐欺野郎が。 
https://twitter.com/fundoshiprince/status/598875232162553856/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
おま（脱被曝） @makixxx23 
· 5月14日 
おま（脱被曝）さんがリツイートしました きっこ
日本茶を一口飲んだだけで、上半身に痒みが出て、首のリンパが腫れ、熱が出た。ほ

んの数mlでこの反応。
私の体感で最も危険と判断したのはお茶!!　お茶はそのままで食べないからと高汚染物
を流通させるな

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版
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しまった。またしっぽがきれた★
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（５月18日）　プチ厄日３連発で神経限界斬りました…(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201505181018106307/

札幌最高o(^-^)o
2015年5月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
写真は失敗しましたが、

今朝の札幌は最高です。

乾いて冷たい西風。

線量低いし。(^-^)
柔らかい青空。

百花繚乱。

鳥類繁殖。o(^-^)o
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日15:07
バイトはプチ厄日３連続が決定しました(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日20:26
まぁとにかくプチ厄日３連発で神経限界斬りました…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日21:11
…あ〜(-"-;)…

忙し過ぎて、来月の有給休暇の申請出すの忘れた…(ToT)
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（５月18日）　『最近、年代性別関係なく抜け毛で悩んでる人が多くない？』／どん
だけ無知ですか？被曝していますよ。

http://85358.diarynote.jp/201505182357169740/

「最近抜け毛が激しくて、ごそって抜けてビックリしたんです〜

」／外務省4,000万人避難計画／紙幣は紙屑に、経済は完全麻痺
…被曝の特徴ですよ。

2015年5月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

 
いや、完全に「無意味なシゴト」ですから…★（－－；）★
https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

とにかく「プチ厄日３連発」は疲れた…
（－－；）

neko-aii @neko_aii 
· 6 分 6 分前 
ロシア外務省の報告書　日本の外務省から伝えられた4,000万人避難計画
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c7a76795df2462d1f719ae6ccd7a7af9 …
日本の外交官はロシア側にこう語った

「千島列島の返還は緊要な問題

日本にこれほどの人間を移住させる土地はない

1930年代以来の最大の大量移住となるだろう」

War Is Over @kenshimada 
· 1 時間 1 時間前 
日本の水のセシウム濃度は事故前は0.045ベクレルだったが、今は1000ベクレル以上。
首都圏の水の汚染は現在進行中。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基

準に比べれば１万4200倍という、もうクラクラする数字に達している。
http://www.facebook.com/kuminchuu/posts/492013964180929 …

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
日本が潰れたら、紙幣は紙屑になり、経済は完全麻痺するだろう。賢い人間はそれを

予想し、着々と準備しているだろう。太平洋戦争で敗戦したあと何が起きたかを徹底

的に研究しシミュレーションしておいた方が良い。しかし東日本は放射能汚染のため

復興しないだろう。国土の１／３以上を失う事になる。

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
「飯舘村で大量のプルトニウムを検出」半減期2万4065年と言われるプルトニウムが、
現在計画的避難区域に指定されている福島県の飯舘村に大量に見つかった

。http://bit.ly/qBl62H

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 5時間 5時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました ネコショート
名無し：05/18 18:05
埼玉南部

眼科、狭い待合室の中での会話を耳にしてギョッとした。子どもを含め、片目が見え

なくなったという人が三人も。単なる視力の悪化というわけではないらしく…

cmk2wl @cmk2wl 
· 6 時間 6 時間前 
硫化物。47万匹！！！ @gleiten こちらは大量死の翌週、11日の #中川運河 堀留と運
河橋。硫化物の影響により「黒い川」になっています。

なお、この大量死では、最終的に47万匹の死魚が確認されたそうです。

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
「何も知らない人々に食べさせること」によって利益を得る人々がいるのである。問

題は「食べて応援する人たち」が自分たちが受益者だと錯覚してしまうことなのだ。

それは「福島を救うお手伝いができた」という似非人道主義の幻影が生み出す博愛主

義者としての自己満足に過ぎない。
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ダンディ・ハリマオ

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
揺れている。

ふくいちライブカメラは 1号機と 4号機同時に。
しかも違う揺れ方で。

そして別々のタイミングでも揺れている。

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
ふくいちライブカメラ。1号機側も4号機側も揺れてます。
地震の情報は現在なし。

クレーンのワイヤーも揺れてるいるのがはっきりわかります。

火山たん @volcano_tan 
· 12時間 12時間前 
みんなは、気象庁の機動調査班って知っているかな？創設は2008年、自然災害が発生
したら現地に派遣されて実地調査を行い、すみやかに調査結果を報告する…こう書く
と特殊訓練を受けた気象庁の秘密部隊のように思えるけど、実際は昔から行われてい

た職員さんによる調査に名前を付けただけなんだよ。

War Is Overさんがリツイート 
tumugi @tumu1209 
· 13時間 13時間前 
@ukkayukka たぶん眼球から？なんだか眼が痛いなあと思って鏡を見たら、涙のよう
に血がじわっと湧いてきてて驚きました。目の端っこだし、今は止まったので様子を

みようかなと思ってます。これが噂の、「目から血が出る」かなぁ。

charleyさんがリツイート 
Englishtosurvive @Successtoworld 
· 5月17日 
放射能お茶会で聞いた話。オーストラリアに短期滞在で行かれたママさん。少し差別

を受けたそう。私は彼女のお話を遠くで聞きながら、「アジア人だから？」と従来の

価値観で考えていたのですが、どうも違うらしく！

「えっ？　あの放射能汚染の日本から来たの？」という態度だったそうです。明ら

かに。

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 5月16日 
台湾のセシウム検査で、日本から輸出しているジャガイモのスナックから１００ベク

レル超えが複数出てるのがショックだ。

　http://www.fda.gov.tw/upload/133/Content/2014041715023899817.pdf …　子ども
たち、みんな食べてる　薯條棒を画像検索→　https://www.google.co.jp/search?
q=%E8%96%AF%E6%A2%9D%E6%A3%92&sa=X&es_sm=122&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=3MFXVd6EPNXX8gXKzoCQAw&ved=0CB0QsAQ
…

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 5月16日 
赤ちゃん用のうどん（烏龍麵）から、３５ベクレル／ｋｇも出てる。。包装外側か

らも。。。　こりゃ台湾の人も怒るわ。しかし日本では、検査もまともにせず（やっ

てサンプル、割合も公表せず）全国流通させてますよ。すごいね。。。

　http://www.fda.gov.tw/upload/133/Content/2014041715023899817.pdf …

Lulu__19 @Lulu__19 · 5月16日 
被曝の初期症状は脱毛と下痢！！そしてセシウムは心臓に溜まり心筋梗塞を起こし突

然死！！　http://bit.ly/Zle49A

Lightworker @Lightworker19 · 4月4日 
放射能被曝症状　：　脱毛：徐々に抜ける場合もある　腎臓：夜中に腰の上あたり、

腎臓のあたりが激痛が走るようになる。押すと少し楽になるが、ときどき起こる。腎

臓炎、膀胱炎など。おねしょ。　http://bit.ly/1oOCAsT

不正選挙監視団 @rigged_election · 2月28日 
福島原発事故後の髪やまつ毛の被曝と大量の抜け毛に関するツイートまとめ

http://bit.ly/vZlRvQ

http://www.fda.gov.tw/upload/133/Content/2014041715023899817.pdf
https://www.google.co.jp/search?q=%E8%96%AF%E6%A2%9D%E6%A3%92&sa=X&es_sm=122&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=3MFXVd6EPNXX8gXKzoCQAw&ved=0CB0QsAQ
http://www.fda.gov.tw/upload/133/Content/2014041715023899817.pdf
http://bit.ly/Zle49A
http://bit.ly/1oOCAsT
http://bit.ly/vZlRvQ


＊みほ＊ @rochimiho · 2013年5月7日 
テレビで女性の薄毛が増えてるって…
移住前に通っていた美容院で他のお客さんが

「最近抜け毛が激しくて、こないだごそって抜けてビックリしたんです〜」

って話してた…。
被曝の特徴ですよ。

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日0:03
thanksytkty @thanksytkty · 2013年4月21日 
東京1年分を半年で燃やした北Qのガレキ焼却期間(それ程とは思いもせず治まって気付く)の抜け毛
が3倍量、効くわ吸入被曝 MT"@picopm @onodekita 昨夏40〜50代女性約20人のうち5〜6人「急
に髪が抜けるようになった」と。お嬢さんがそうだ、と言う方も。関東の話。

北風小僧の万太郎 @kitakazepyu · 2013年2月9日 
1年近く前から、抜け毛がひどく、髪の質もしっかりわんさかの直毛から薄毛の猫っ毛に変わって
しまった。床屋さんにあれれ〜と言われる始末。急激に老眼も進む。鼻かむと鼻くそさんの残骸

がかならず赤い。

内部被曝かもな、っていうと、誰もが鼻で笑う。みんななぜ怖がらないのだ。

MusaasuM @takoshi139 · 2013年2月1日 
先日、友人からの話。『最近、年代性別関係なく抜け毛で悩んでる人が多くない？』とのこと。

貴方の周りはどうですか？ #被曝 #原発 #東京

みずいろ @k1r1100705 · 2013年1月18日 
母が美容院で『抜け毛が増えたのは被曝のせいかしら』と言ってみたところ『仙台には放射能な

んか届いてないですよう』と若い店員に軽い感じで言われ、マジ仙台終わりと思ったらしい

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 2012年9月28日 
原発事故から７ヵ月後の去年１０月に明らかな体調異常が始まるまで『被曝しただろうけど被害

はこのくらいで済むだろう』と思っていた。今思い出してみれば妙な体調変化はいくつもあった

。夏の抜け毛もそのひとつ。抜けるのは成長の止まった毛じゃなかった。３cmも育ってない毛が
バンバン抜けていた。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日0:06
くりえいと @kurieight · 2012年9月2日 
無知が死因となりますよ。無知は暴力ですよ。９歳　女　震災後、約2ヶ月間、抜け毛が凄かった
。洗面所の前は、落ちている毛が半端ではなく本人もはげてしまうのではないか？と心配して

いた。当時は「季節の変わり目だから抜け毛が多いのかな？」って、どんだけ無知ですか？被曝

していますよ。
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（５月19日）　暴風雨。こんな日にバイトは休みで家から一歩も出ずに過ごそうとい
う計画でもあったという強運。

http://85358.diarynote.jp/201505190908315675/

ＮＨＫ【４号機燃料プール崩壊】／口中に金属味／世界中が日本

の食品を輸入規制／「所見を書くな」は生まれて初めて聞く言

葉だ。…「原稿を書きたまえ」。

2015年5月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
おはようございます。０８：１５．

外は雨というか暴風雨。

こんな日にバイトは休みで家から一歩も出ずに過ごそうという計画でもあったという強運。

（＾ｗ＾）ｇ

『今日はアラシ』という漫画を貼っつけたかったのですが、あいにく古すぎて、ＤＮさんの検索

リストには引っかかりませんでした…
（＾＾；）

音楽はＣＤで央金馬を聴いてたんですが、

https://www.youtube.com/watch?v=UNdsUGot3WM
朱哲琴 01 央金瑪 (Melodious Goddess) 

今は何故かまたこれ。

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=uW-eIco8trE
進撃の巨人 OP 紅蓮の弓矢＆自由の翼 full 

…う〜んハマる…。（＾＾；）モチベが上がりまくる…☆…♪

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 2時間 2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201505190908315675/
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特殊空挺部隊（SAS)からの警告だ。原稿を書きたまえ。

https://www.youtube.com/watch?v=En3XmAXQ2J4
The Reluctant Heroes〜気乗りしない英雄〜（リヴァイ曲）

Lightworker @Lightworker19 
· 24 分 24 分前 
60代女性が、入院中の夫の見舞いの帰りに、突然死。虚血性心筋梗塞。苦しまず一瞬
で心肺停止、最近多いと言われたらしい。バスの終点で、寝てるように亡くなって

いた。http://bit.ly/ZXrDbr

Lightworker @Lightworker19 
· 35分 35分前 
メルトダウンした燃料と地下水が接触して爆発、再臨界中。プルトニウム、大量に飛

散中。少なくとも子供は２〜３日は外出を控えること。地下で何度も爆発が起こり、

大量に飛散する中で作業を強制させられる方々のご冥福をお祈り致します

。http://bit.ly/pyNLsF

amaちゃんださんがリツイート 
ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku 
· 1 時間 1 時間前 
子どもたちは、口中に金属味がするという喉の感覚による刺激（55.7％）頻発な空
咳（31.1％）、疲労（50.1％）、頭痛（39.3％）、めまい感（27.8％）、睡眠障
害（18.0％）、失神（9.8％）吐き気と嘔吐（8.0％）、排便障害（6.9％）を訴えた。

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
「所見を書くな」は生まれて初めて聞く言葉だ。ここまできた　http://bit.ly/1hC5N7Q

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
【拡散】先日、寿司ばっかり食べていた知人の医師 に「放射能だらけだから食べない
ほうがいいよ」と言い続けていたので すが、「平気、平気」と言って笑っていました
。朝方、脳梗塞でひっくり返り、亡くなりました。

https://www.youtube.com/watch?v=En3XmAXQ2J4
http://bit.ly/ZXrDbr
http://bit.ly/pyNLsF
http://bit.ly/1hC5N7Q


Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】leonardo1498 『とうとう原発４号機の燃料プールが崩壊した
』http://ameblo.jp/sumi-jon/entry1461681450.html ……… … ＮＨＫにて「４号機の燃
料プール崩壊」というテロップが出たそうです

cmk2wl @cmk2wl 
· 4 時間 4 時間前 
2015年05月19日　小名浜(オナハマ) 
https://twitter.com/cmk2wl/status/600386168329351168/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
【関東】各地の測定結果、信じられないような数字が！！　2泊3日で関東に旅行に行
ってきました。 移動手段は自家用車です。各地の測定結果を書きます。 最初に書きま
すが、信じられないような数字が並びます。　http://bit.ly/19UoK4p

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
ふくいちライブカメラの映像で状況が悪化している時って、潮位が上がってる？ 
そうだとすれば、海水に溶融デブリが触れているのに間違いない。

天文潮位は予測可能。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/600371335936618496/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
東京　歴史的な気温の高さ

異常天候が起こっています。1876年以降の140年間の、4月28日から5月27日までの最
高気温を平均。

今年は、なんと1876年以降の140年間と比べても断トツの気温の高さと言えます。
tenki.jp 
https://twitter.com/cmk2wl/status/600347725360603136/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
【拡散】kucyan: 色々汚染に対する考えありますが、こんな場所がありながら、全く知

http://ameblo.jp/sumi-jon/entry1461681450.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/600386168329351168/photo/1
http://bit.ly/19UoK4p
https://twitter.com/cmk2wl/status/600371335936618496/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/600347725360603136/photo/1


らされていない【関東首都圏】危険です！→東京都台東区で68,600Bq/kg
4,459,000Bq/m2の放射能汚染。上野駅から浅草駅のエリア。 | portirland

War Is Overさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 6時間 6時間前 
取引先の方、６０歳中ころの男性、車の中で突然死（心筋梗塞だそう）していたそう

です。福島の山で、きのこ等とっていらしたそうです。因みに、住所は茨城県です

。http://bit.ly/14eiBtD

War Is Overさんがリツイート 
忍者=Ninjya @_Ninjya_ 
· 7 時間 7 時間前 
★★福島原発には2500トン以上の核燃料があった
なんと！

チェルノブイリの300倍の核施設である★★

War Is Over @kenshimada 
· 9時間 9時間前 
台湾どころか、世界中が日本の食品を輸入規制してるんだけどね。 
https://twitter.com/kenshimada/status/600308569611767810/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 9時間 9時間前 
福島県、宮城県、神奈川県と北海道の土

(2011年6月28日 ~ 2011年7月31日)の中で紹介されている
『宮城県白石市越河』

セシウム合算３４万３０００ベクレル／ｋｇ

には驚かされました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1093525140 …

Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 
2012年04月22日　東京　何もしていないのに、左腕が痺れている。早くこんな恐ろし
い場所から脱出したい。圧迫感と頭痛。耳鳴り。目は飛蚊症。全身の力が出ない。速

く歩けない。ずっと良くならないアトピー性皮膚炎。指の皮が剥けて治らない。微振

http://bit.ly/14eiBtD
https://twitter.com/kenshimada/status/600308569611767810/photo/1
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1093525140


動続く。治らない下痢。放射能に殺される。

War Is Overさんがリツイート 
マシュー @matthew_Rolly 
· 10時間 10時間前 
そういや、今まで中央線に乗ってて今朝初めて急病人救護の場面を見たわ…
じーさんだったが、死んでるんじゃないかと思うくらいピクリとも動かなくて、駅員3
人がかりで電車から降ろしてホームのベンチに搬送してた…
復旧に時間かかるのも理解できた。

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
石巻の湿度計が休止中となりました。

機器を確認しているのでしょう。

半世紀も観測をしていた測候所・特別地域気象観測所です。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/600208776524759040/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
ハワイゆき子 @Hawaiiansnow420 
· 22時間 22時間前 
放射脳と揶揄する人達には、放射脳を攻撃するんじゃなくて放射能は関係ないと思わ

れる事実を呟いてほしい。ほら事故前より医療費減ってるよ。とか、事故前より急病

人減ってるよ。って証拠を見せてよ。

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk 
· 23時間 23時間前 
@pecko178 最近はAEDとか担架とかも出てくるので、かなりやばい気がしています。

マンションGメン @mansion_Gmen 
· 5月13日 
姪（中学生）のクラスに重病で長い間休んでいる子が二人もいるという。福島原発事

故による放射能の影響ではないのか。ツイッターには何度も書いてきたが、原発事故

以降、私の友人知人は何人も亡くなっているのだ。35歳で亡くなった友人、42歳で亡
くなった知人など挙げればきりがない。千葉市です。

amaちゃんださんがリツイート 

https://twitter.com/cmk2wl/status/600208776524759040/photo/1


国家百年の計 @nihonnboyaki 
· 9月19日 
2014.8.14
今、犬HKで「夏休み！
東京湾は魚の宝庫！東京湾の魚を食べよう！」みたいな番組で、

子供に東京湾の魚を食べさせてるけど、

２０１２年のNHKスペシャルで
「北関東の河川からのセシウムが東京湾に流れ込み、

東京湾の放射能汚染は深刻である」

https://www.youtube.com/watch?v=Sy6SZ6FLazE
Attack on Titan - Original Soundtrack Mix (Best of Shingeki no Kyojin Music - HQ)

charley @charleycharley7 
· 8時間 8時間前 
放射脳の私たちが間違っていた場合、

　「放射脳」が非難されれば済む話。

放射能「安全」主張派が間違っていた場合、

　被爆した人たちがみな、生涯、苦しむことになる。

真実が前者であることを、心から、心から願う。

でも､逃げて欲しい。間に合う人もきっといる。

大切なのはこれから！

 
　

https://www.youtube.com/watch?v=Sy6SZ6FLazE
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（５月20日）　バイトは中番。きのう変な時間に起きちゃったせいで寝不足／被曝に
よる脳の影響・計画性の減少。

http://85358.diarynote.jp/201505200904519717/

まず新聞・TVをやめよう ／全て自己責任ですよ。日
本は！@TEPCO_Nuclear

2015年5月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

おはようございます。０８：３１です。

札幌は薄曇りのおとなしめの天気。

嘘のように無風で穏やか。

線量低め、温度は「暖か」です…

（＾＾）

バイトは中番。きのう変な時間に起きちゃった（前項参照）せいで寝不足ぎみですが、

音楽はＣＤでこれ聴いて、元気に起きました…
https://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo
Ricky Martin - María 

昨日ずっと「なんとかファーレンハイト〜♪」とか、

ほとんど聞き取れないドイツ語まじりを 
https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
【MAD】進撃の巨人OP　紅蓮の弓矢歌詞付き
 
聴いてたおかげで疲れてたらしい脳が、

スペイン語は「なんて聴き取り易いんだ！」と喜んでいます…ｗ

　（＾◇＾；）

やっぱり私、移住するならスペイン語圏だわ…

ドイツ語とかフランス語とかイタリア語とか、中国とか韓国とか…

http://85358.diarynote.jp/201505200904519717/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505200904519717/
https://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo
https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q


「子音語多用圏」は…ぜったい無理！
ｗ（＾□＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=p47fEXGabaY
Ricky Martin - Livin’ La Vida Loca 

neko-aii @neko_aii 
· 37 分 37 分前 
［05月19日］のつぶやきをまとめました ▶1番RTされたつぶやきは「2012年2月14日被
曝による脳の影響・計画性の減少。

とりあえずこれみとけ！

https://twitter.com/ST0NES
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日9:05
しまった、また消した！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日9:07
しまった、また消した！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日13:17
三陸沖３連発。(・_・;)

https://www.youtube.com/watch?v=p47fEXGabaY
https://twitter.com/ST0NES
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日15:51
札幌にもフクイチの【死の霧】到達。(∋_∈)

薄いけど、呼吸するたびに気管が灼けます。(ToT)

乳幼児は喘息やヒキツケを起こすと思う。(・_・;)

てか、これが続いたら私は３日で倒れる。。。。(〃_ _)σ‖
 

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


（５月20日）　最初の症状は、基本人格の増強です。尊大な人はより尊大になり、神
経質な人は余計に神経質になります。一方では、不安が減り、食欲が増進し、他人の感
情への共感が減り、時刻感が失われてきます。

http://85358.diarynote.jp/201505210012261761/

お安くしとくんで、尾が２つあるハマチ買いませんか？／コンビ

ニ食にもタバコにもセシウムが含まれている。

2015年5月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ちょっとコレなに？

||||（＠＠；）||||
この「宮城沖」…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 
昨日の発表

5月24日〜30日に「宮城県沖：金華山」で地質調査をやるらしいけど、止めた方が良い
んじゃないの？また「掘る」んでしょ？止めた方が良いよね。そこは今日も地震が

起こってるし、3.11の震源域。地震を誘発する可能性があるよね

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 

http://85358.diarynote.jp/201505210012261761/
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最初の症状は、基本人格の増強です。尊大な人はより尊大になり、神経質な人は余計

に神経質になります。一方では、不安が減り、食欲が増進し、他人の感情への共感が

減り、時刻感が失われてきます。合理的思考ができなくなります

　http://bit.ly/1kBTeNC

bit.ly/WotNukes @ST0NES 
· 2時間 2時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
昨日の謎の爆発音といいhttp://twitter.com/ST0NES/status/600855883464122368 …
さっきNHKラジオが伝えた気象庁の@JMA_kishou
本震らしき揺れのhttp://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=473 …
2分前の前の震源が不明な地震とい
いhttp://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150520220553.html …
千葉が変だ。

neko-aii @neko_aii 
· 2時間 2時間前 
2011-08-21
ロンドン在住

今日午後にこちらでも結構な雨が降ったので

雨の線量を調査

通常ロンドンのバックグラウンドは40〜50CPM
が、本日測ったらなんと300CPM以上！
これはまぎれもなく

雨に放射線が多量に含まれてる

ヨーロッパでも確実に汚染が始まってる

War Is Over @kenshimada 
· 4時間 4時間前 
若者の心筋梗塞増加：ジャンクフード＆喫煙の若者「ある日突然」のリス

クhttp://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130616/wlf13061618000019-n1.htm …
記事には書いていないが、コンビニ食にもタバコにもセシウムが含まれている。公式

発表を調べれば分かること。

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
fun_blues @funblues 
· 4時間 4時間前 

http://bit.ly/1kBTeNC
http://twitter.com/ST0NES/status/600855883464122368
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=473
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150520220553.html
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130616/wlf13061618000019-n1.htm


@ST0NES @TEPCO_Nuclear @Lulu__19 ＮＨＫの報道では核燃料のメルトダウンは
認めたが、未だにデブリ状態で原子炉の最下部にとどまっているかの如き説明をして

いる。4000℃の核燃料が40Cmの鋼鉄を溶かす時間は30分...コンクリートの分解
は1200℃！

War Is Overさんがリツイート 
レイ @3104rei228 
· 6時間 6時間前 
抗生剤が売りのMRが久しぶりに顔をだす。東の仲間に連絡取ったらしいが「先生がお
話している通り抗生剤かなり出ているみたいで、友達も理由わかっていなかったです

」カルバペネムもセフェムも両方だろ？「はい…ずっと出っぱなしになるんですね。
実家戻るの怖いです」もう日和見感染が起きる地域…

火山たんさんがリツイート 
非公式気象庁新着情報 @unofficial_jma 
· 7時間 7時間前 
蔵王山火口カメラの運用開始について（仙台管区気象台ホームページへのリンク）

http://www.jma-net.go.jp/sendai/kouhou/houdou/15/0520/kakoukamera.pdf …

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
『米国と決別』を公約とさせよう。 @andreasdiego 
· 8時間 8時間前 
福島廃炉作業に人が集まらなくなった、と東電トップが言ってから1年が過ぎる。外国
からの出稼ぎに頼りたいとも言っていた。

日々6000人を超高線量の職場にかき集めているかどうか。極めて疑わしい。
人が足りずに作業を延期したこともあった。

作業員がいなくなれば更なる大災害が待ち受ける。

火山たんさんがリツイート 
黒沢大陸 @k_tairiku 
· 9時間 9時間前 
蔵王山刈田岳に設置された火口カメラの運用が始まった http://www.jma-
net.go.jp/sendai/kouhou/houdou/15/0520/kakoukamera.pdf … 
火山カメラ画像 http://www.data.jma.go.jp/svd/volcam/data/volc_img.php …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 15時間 15時間前 

http://www.jma-net.go.jp/sendai/kouhou/houdou/15/0520/kakoukamera.pdf
http://www.jma-net.go.jp/sendai/kouhou/houdou/15/0520/kakoukamera.pdf
http://www.data.jma.go.jp/svd/volcam/data/volc_img.php


T. HIRANOさんがリツイートしました Ustream 技術チーム
Ustream日本語版の技術チーム
「5月20日5時39分頃より、配信や視聴及びサイトへのアクセスが利用できなくなる深
刻な障害が発生しています。詳細は判明次第お伝えします。」

cmk2wl @cmk2wl 
· 16 時間 16 時間前 
2015年05月19日　八丈島(ハチジョウジマ)
18日から、今日20日まで、
湿度100パーセントが連続で 33時間！！！！ 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 24時間 24時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
これ、酷いと思うよ。

久々に東京都の水道水の放射能汚染のデータを見たら、原発事故直後の、すごく水道

水が汚染されてる時のデータが、全て削除されてる。こういう事をやるんだよな。酷

いね

2011年3月11日以降の都内の水道水の放射能汚染：

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou 
· 5月19日 
@GeorgeBowWow 武田教授が２０１１年に書いていましたね。三重県まで３年で住め
なくなるって。あくまでも年間１mSv/hが法令被曝量の時代ですが。

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow 
· 5月19日 
@jumpilikeyou 線量が3年前の倍になっていました。東京市部です。 

War Is Overさんがリツイート 
Hiroyuki Takenaga @nynuts 
· 5月18日 
うちの実家は魚屋なんですが、私が大学生の頃、ハマチの養殖業者から

「お安くしとくんで、尾が２つあるハマチ買いませんか？味は普通のハマチと変わり

ませんので」



ってよくセールスがあったんですよ。おそらくエサか何かの問題で尾ビレが２つある

ハマチが育っちゃったんですね。

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
plum @plum0909 
· 2014年4月25日 
福島第一原発作業員の賃金が増額へ 日当１万円→２万円。 http://huff.to/1dTfeNA
@HuffPostJapan　請負業者の半数が撤退を表明。４０年間続く廃炉作業。外国人雇う
にしても言葉の問題あるし・・やはり赤紙か。

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI&index=8&list=RDyLnw-TVim5Q
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size)
 
 
 

http://huff.to/1dTfeNA
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI&index=8&list=RDyLnw-TVim5Q


（５月21日）　バイトは遅番。／「紫外線をカットするサングラスでは被ばくによる
白内障は予防できない」。

http://85358.diarynote.jp/201505210950449743/

今週の『女性自身』すごいよ。 …『しわしわ角スノーカック』誌
の健闘…。

2015年5月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
おはようございます。０９：１１．

…え、縁起でもない数を当てて？しまった…
…（＠■＠；）…

札幌も酷い空気です。（－－；）

ひと呼吸ごとに寿命と正気が削り取られていく感じ…
（ＴＴ；）

 
これより酷い南東北や関東にまだ人間が生息しているというのが信じられん…
…（〜〜；）…

さすがに「進撃の巨人」は聴き飽きてきました…ｗ
「空爆」被災地に想いを馳せて（？）和モノ？で逝こう…ｗ
 
https://www.youtube.com/watch?v=DCA1TPuNi38
【初音ミク】千本桜【高音質・高画質】 

揺れてるし、Ｍ７級…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=v7Dr5nxW7Cc
【東方MMD】ちょっと色っぽい霊夢で千本桜【夜ざくら】（HD画質）
 
…う〜ん…（＾◇＾；）…よく動く…！

地震マップ @eq_map 
· 20分 20分前 
Updated【M6.8】SANTA CRUZ ISLANDS REGION 12.0km 2015/05/21 07:48:53
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JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LmYVc2 (USGS)http://j.mp/1LmRRMl

War Is Over @kenshimada 
· 1時間 1時間前 
もっと知ってほしい情報→ 伊方原発など、四国電力・九州電力が再稼働申請を出して
いる6機の原発は、事故を起こして廃炉が決定した米サンオノフレ原発と同じPWR型
原発だという事。

http://kaleido11.blog111.fc2.com/blog-entry-2151.html …

Lightworker @Lightworker19 
· 1 時間 1 時間前 
高濃度に汚染された地域の食材を摂取している場合、関東地方の人口の８割が３年以

内に死亡する可能性が高い　http://bit.ly/112sCYP

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
「急性白血病で都内の知り合いが亡くなりました」仕事で電話したそれぞれの相手か

ら一晩に2回言われた僕。　http://bit.ly/1CJ4PRL

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
増えるリンゴ病患者　妊婦の感染に注意を

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150520-00000079-nnn-soci …
「全国的に増えてる」わけじゃない

東日本被曝地帯で増えてるんだ

内部被曝によって免疫を低下させた人に出る

amaちゃんださんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 3時間 3時間前 
「若い女性の福島脱出が止まらない。このまま放置すれば、福島県は老人と男だけの

県になり、未来を担う子供が生まれなくなり消滅の道を歩みます

」http://matome.naver.jp/odai/2139911765696224701 …
老人と男も脱出すべきだろう

amaちゃんださんがリツイート 
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http://kaleido11.blog111.fc2.com/blog-entry-2151.html
http://bit.ly/112sCYP
http://bit.ly/1CJ4PRL
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150520-00000079-nnn-soci
http://matome.naver.jp/odai/2139911765696224701


BASIL @basilsauce 
· 3時間 3時間前 
女性週刊誌すごく頑張ってますね。頼もしい。@freie_Herz 昨日の夜『DAYS JAPAN
』買いに行ったのにまだ売ってなくて、『女性自身』を買って帰ってきた。今週の『

女性自身』すごいよ。 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
紫外線をカットするサングラスでは被ばくによる白内障は予防できない 
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/831.html …

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
「除染で守られるモニタリングポスト」福島で一番守られているのは、子どもでもな

ければ妊婦でもない、それはモニタリングポストだ。http://bit.ly/12a238x

特務機関NERV @UN_NERV 
· 5時間 5時間前 
【神奈川県 竜巻注意情報】
神奈川県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲

が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてくだ

さい。

この情報は21日05:10まで有効です。

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
私の元生徒を返せ！生き返るらせて見せろ！心筋梗塞だと！ まだ19だぞ！因果関係の
証明なんてできないさ！ だけど、死ぬには早過ぎるとは思わないか？おかしいとは思
わないか？　http://bit.ly/1eMqCdg

War Is Overさんがリツイート 
charley @charleycharley7 
· 8時間 8時間前 
311前まで、東京で電車が1分遅れたらイライラしたりしてた。
急病人で遅延なんて、全く記憶にない。

人身事故や接触事故なら仕方ないか、、、て思ってたけどね。

25年以上いたのに、急病人の遅延に遭遇は皆無。

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/831.html
http://bit.ly/12a238x
http://bit.ly/1eMqCdg


今は、毎日どこかで急病人。

それどころか、1日平均20人を越えてる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
まぁ、いろいろあるけど

基本的には「自己責任」ですからね。被曝もそうだしね。「気をつけていない、お前

が悪い」というのが自己責任。

この日本特有の「自己責任」という概念は、例えばフランスの大学などでは「日本人

の特有なこと」として、学生が研究している日本文化です。

War Is Overさんがリツイート 
Guciyama_BotⅡ @Guciyama_BOT 
· 9時間 9時間前 
NHK「きょうの健康」増える血液がん
番組情報 2015年
03月09日(月)「慢性骨髄性白血病」
03月10日(火)「急性骨髄性白血病」
03月11日(水)「悪性リンパ腫」
03月12日(木)「多発性骨髄腫」

War Is Overさんがリツイート 
のっち＠幸せの黄色い電車 @E351E257Express 
· 9時間 9時間前 
@hunterkani @sobtomk 以前は駅で流血している人などあまり聞かなかったと思いま
すよ。流血があっても喧嘩とかだったと思いますが。

関東の人は急病人や頭から血を流している人を見かける事に慣れてしまった感があり

ます...

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk 
· 13時間 13時間前 
口の中にアルミ箔を噛んだような違和感って…(*_*;　@南関東　RT swimmy_1189 ど
ーも週末、特に一昨日の夜から体感悪い。昨日から口の中に違和感(アルミハクを噛ん
だような)、今日は 朝からお腹が不調。 チェックしてないけど、週明けからいっそう急
病人多いんじゃないかと



War Is Overさんがリツイート 
Mr.F.G　世界ウェハー党　脱原発 @MayamaWoodged 
· 17時間 17時間前 
@taiyonoibiki 早くテスラの家庭用バッテリーが普及して、電力会社が倒産に追い込ま
れる事を望みます。　(=ﾟωﾟ)ﾉ

War Is Overさんがリツイート 
glousser (はな。骨髄液に異常) @kusukusu0525 
· 19時間 19時間前 
急病人が増え、福島の子供達の健康調査の結果を隠しきれなくなった今、発表なんで

すね。

それなのに避難者を帰郷させようと躍起になってるから、鬼。

福島原発２号機：ベント時、配管途中の安全装置が作動せず http://smar.ws/53qtc #スマ
ートニュース

War Is Overさんがリツイート 
ろは @_rxj4 
· 22時間 22時間前 
今は西でも急病人、入院患者、自分の体調不良からも、常に危険を感じてますよ。最

近は胸部が痛いので、肺とか心臓機能に負担がかかってそう。

もはや「福島は」「東京は」「東日本は」なんて思わなくなった

War Is Overさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp 
· 5月19日 
福島第一原発２号機から基準の２４００倍の放射性物質！ストロンチウム等を１L当た
り７万３０００Bq！放水路上流で採取
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6510.html …

世界中の海が死ぬのも時間の問題

　日本脱出より地球脱出か…
#人類絶滅 

War Is Overさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp 
· 2014年2月5日 

http://smar.ws/53qtc
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6510.html


必読★

海の破局－太平洋の魚の放射能汚染が止まらない

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-2320.html …
太平洋の海洋生物に続々と異変が

太平洋クロマグロからセシウム検出

北米ベニザケ極度に減少

ニシン原因不明の大量出血

アザラシ、アシカ大量死

北極圏シロクマに迄異変

#加害国_日本

https://www.youtube.com/watch?v=BcY7_NTHlRk&list=PLRMZsSxLC_H-C3ekRUt8mRXu2-g-
P6S3R&index=3
Cry Freedom Soundtrack - 03.Black Township
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日9:50
バイトは遅番。

あと１０分、「原稿」しますｗ

 
 
 
　

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-2320.html
https://www.youtube.com/watch?v=BcY7_NTHlRk&list=PLRMZsSxLC_H-C3ekRUt8mRXu2-g-P6S3R&index=3
http://85358.diarynote.jp/
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505210046182499/
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日9:51
 

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 2時間 2時間前 
セキュリティから連絡が来るたびに、私は愕然とする。早く原稿を仕上げなさい。そのスケジュ

ールで間に合うと考えているのかね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日10:01
…時計さんが怒ってますので遅番バイトに逝ってきますぅ…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年5月21日11:23
札幌の空気は良くなりました。

o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:53
晴れてるのに、

札幌の空間線量０.０４３μとか

なので予断は許しません。

(・_・;)
今朝の雨では岩見沢が０.０５μ超えたし。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:55
眠いッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:58
訂正。

札幌の今朝０.０４２μ。

岩見沢昨夕０.０５４μ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日16:04
ていうか吸気被曝性発ガン対応で免疫発熱してるよ。(T_T)
暑い…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日16:27
死にそうに眠い。
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（５月22日）　朝から頭痛とめまいがひどくてこの時間まで寝ちゃったんだけど 寝て
も寝ても治らない… 起きれない〜 原因がわからないからつらい。この様な症状が治ら
なくなると被曝症末期。

http://85358.diarynote.jp/201505220039306173/

ＮＹ市から60キロインディアン・ポイント原発
で爆発・火災事故。

2015年5月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

箱根と日光…？（〜〜；）？
なんのネタだ？「原発推進私鉄」つながりか…？

特務機関NERV @UN_NERV 
· 11時間 11時間前 
【小田急小田原線 運転再開】
小田急小田原線は、人身事故の影響で小田原駅と新松田の間の上下線で運転を見合わ

せていましたが、午後0時38分、上下線とも運転を再開しました。
http://nerv.link/5hMo9P

特務機関NERV @UN_NERV 
· 11時間 11時間前 

http://85358.diarynote.jp/201505220039306173/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505220039306173/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150522/85358_201505220039306173_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150522/85358_201505220039306173_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150522/85358_201505220039306173_3.jpg
http://nerv.link/5hMo9P


【東武日光線 運転見合わせ 2015年5月21日 13:00】
12:33頃、藤岡〜静和駅間で発生した踏切事故の影響で、南栗橋〜栃木駅間の運転を見
合わせています。なお、振替輸送を行っています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 13時間 13時間前 
【山手線 運転再開 2015年5月21日 10:53】
品川駅で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、10:42頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 13時間 13時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2015年5月21日 10:53】
品川駅で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、10:42頃、運転
を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 13時間 13時間前 
【2015年5月21日 10:41 NHK】
東日本にある５０の信用金庫でシステム障害

http://nerv.link/z5aOQH

https://www.youtube.com/watch?v=phbrQAS9k6o
小椋 佳＆賈鵬芳 「さらば青春」

cmk2wl @cmk2wl 
· 2 時間 2 時間前 
東京と神奈川と千葉は、日中より夜になるにつれて光化学オキシダントの濃度が上昇

しています。ここでの光化学は、日光じゃないってこと？

添付は21日 20時のもの。
https://twitter.com/cmk2wl/status/601380048004714496/photo/1

War Is Over @kenshimada 
· 2時間 2時間前 
いまだに食べて応援とか言ってる人には、安部首相から福島県・佐藤知事に出された

http://nerv.link/z5aOQH
https://www.youtube.com/watch?v=phbrQAS9k6o
https://twitter.com/cmk2wl/status/601380048004714496/photo/1


出荷停止品目を見せてあげてください。

http://ln.is/www.kantei.go.jp/sai/m4LC …

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 2時間 2時間前 
名無し：05/21 13:42
a0718 (東京青梅市在住)
実家で聞いた怖い話②家を出て、近所を母と歩いていたら「ここの家の人、具合が悪

いんだって」と母がいう。数軒先でも「ここの家も」といい、更にちょっと歩いた近

所でも「ここの家も」と。どんだけ体調不良ラッシュ。本気で怖い

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
「知り合いが急に顔色が無くなって冷たくなった」

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
東京の城南地域の不動産屋の情報です。

賃貸のアパートやマンションのカビが凄いと店子から頻繁に電話があるそうです。

去年はこんな事はなかったと。

いよいよ始まります。カビ地獄が。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前 
改正案は作業員の生涯被ばく線量について、最大1000ミリシーベルトまで許容すると
した。がんを発症して死亡するリスクは被ばく100ミリシーベルトで0．5％上昇すると
されている

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150520-00000082-jij-soci …
癌になる前に精神障害を起こして発狂するだろう

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
放射能と狂牛病の奇妙な関係　狂牛病を発症した牛はチェルノブイリ事故の翌年生ま

れが多い　福島原発事故後にも狂牛病が発生　http://bit.ly/1fzYEGu

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 

http://ln.is/www.kantei.go.jp/sai/m4LC
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150520-00000082-jij-soci
http://bit.ly/1fzYEGu


· 9時間 9時間前 
@tokaiamada 女性自身「身体に良いはずの卵や牛乳や大豆やヨーグルトを食べて体調
不良になる人が増えている」　http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150521-
00010002-jisin-soci …

amaちゃんださんがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera 
· 12時間 12時間前 
♪中島みゆき『世情』♪シュプレヒコールの波　通り過ぎてゆく 変わらない夢を流れ
に求めて　時の流れを止めて　変わらない夢を見たがる者たちと戦うため♪転載：Ｎ

Ｙ市から60キロにあるインディアン・ポイント原発で爆発・火災事故がおきています
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/599083387454783488/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 12時間 12時間前 
今日も、雨が降っていないにもかかわらず、ものすごいラドンが出ている

Rn222→Bi214=609KeV (305Chのピーク）
BGにとったのは13日の10万秒測定データ　このときはラドンが出ていなかった 
https://twitter.com/tokaiamada/status/601224335517360128/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
【警告】PM2.5 汚染濃度 　注意喚起85μg/m3超
千葉市稲毛区で 900μg/m3 
2015/05/21 8:00の自排局のデータです。
こんな高い数値は初めて見ました。

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 14時間 14時間前 
名無し：2015/05/21(木) 00:48 ID:XXXXXXXX
【愛知】４７万匹死んでいた運河でまた魚の大量死

#参考　http://www.news24.jp/articles/2015/05/20/07275466.html …

War Is Overさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani 
· 5月20日 
regulus032: 朝から頭痛とめまいがひどくてこの時間まで寝ちゃったんだけど 寝ても寝

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150521-00010002-jisin-soci
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/599083387454783488/photo/1
https://twitter.com/tokaiamada/status/601224335517360128/photo/1
http://www.news24.jp/articles/2015/05/20/07275466.html


ても治らない… 起きれない〜 原因がわからないからつらい
#ぶらぶら病
#後期疑
複合型多機能障害の後期症状

この様な症状が治らなくなると被曝症末期

自衛しましょう

https://www.youtube.com/watch?v=bP_cDQvgwbo
小椋 佳 「山河」

War Is Overさんがリツイート 
Greenpeace Japan @gpjTweet 
· 4時間 4時間前 
グリーンピースは、今日から「電気の原材料をちゃんと教えて！」という消費者の

声を、政府と電力会社に伝えるための署名を開始。来る電力自由化という革命を実現

させるため、あなたの一筆をお願いします！http://bit.ly/1FE2mw1 
https://twitter.com/gpjTweet/status/601350946828890112/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q&list=RDyLnw-TVim5Q&index=1
【MAD】進撃の巨人OP　紅蓮の弓矢歌詞付き 

どうにも中毒してます。

（＾＾；）

聴かないと落ち着かない…☆

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 1 時間 1 時間前 
奇跡は起こすものだ。原稿をしなさい。

       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=bP_cDQvgwbo
http://bit.ly/1FE2mw1
https://twitter.com/gpjTweet/status/601350946828890112/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q&list=RDyLnw-TVim5Q&index=1


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:42
…０５０…
９９９９…！（＠＠；）！
 

…寝ます寝ます寝ます…ッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:57
なにこの変な風の音…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:58
噴火？したかもしれない？

変な音がするよ。東の方向から…
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（５月22日）　バイトは休み。予定はお風呂と買い出し。

http://85358.diarynote.jp/201505221002079609/

東京ディズニーランド約0.22-0.24μsv 。チェルノブイリ立入禁止
区域0.23 。ミッキーに騙されたら、死ぬよ。FC2ブログの方、な
るべく早くFC2閉鎖前に複数のブログサイトに移動してください
。

2015年5月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

おはようございます。０９：０６です。

バイトは休み。予定はお風呂と買い出し。

札幌の天気はまぁまぁ。

夜中の東風はものすごい焦げ臭くて、新札幌とか苫小牧で大規模な工業火災があったのでなけ

れば、海と大陸の向こうの、

ＮＹの原発事故でしょうか…（まさか！？）

もはや「起きたら自動再生」です。

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA&list=RDyLnw-TVim5Q&index=3
【高画質・高音質MAD】 進撃の巨人 / 紅蓮の弓矢【FULL】Attack on Titan 

う〜ん、原作もアニメも、「観てから死ぬ」ぞ…!!ｗ

火山たん @volcano_tan 
· 1時間 1時間前 
【火山紹介】有珠山は北海道にある火山で、だいたい30〜40年ごとに噴火するよ。
1943年からの活動で出来た溶岩ドームが昭和新山だね。特徴は噴火の前に地震が起き
る事だよ。これを利用して、2000年からの活動は噴火直前に予知に成功したんだよ。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
東日本大震災の震源地が激しく活動しています

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

http://85358.diarynote.jp/201505221002079609/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505221002079609/
https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA&list=RDyLnw-TVim5Q&index=3
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
日本一長い40キロの佐多岬の北側の断崖、伊方原発が存在する、その断崖こそ、中央
構造線が数百年に一度、活動するたびに突然数㍍も沈降した証明である

こんな場所に原発を作るなど世界中の原発関係者が「狂気の沙汰」と呆れ果てるだろ

う

地震マップ @eq_map 
· 5 時間 5 時間前 
【M6.0】SOLOMON ISLANDS 10.0km 2015/05/22 04:32:57JST, 2015/05/21
19:32:57UTC
(G)http://j.mp/1cQB6NU (USGS)http://j.mp/1FqMry0

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M3.2】下北半島付近 深さ90.6km 2015/05/22 00:52:10
(G)http://j.mp/1K5t6TW (Y)http://j.mp/1Be7mAe (アニメ)http://j.mp/1Be7mAc

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ60.7km 2015/05/21 20:32:23 http://j.mp/1cPQwBL

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M2.5】十勝地方 深さ149.7km 2015/05/21 20:19:06
(G)http://j.mp/1cPPFBa (Y)http://j.mp/1JCYnzQ

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M2.5】根室地方 深さ139.0km 2015/05/21 20:01:04
(G)http://j.mp/1FE0MdE (Y)http://j.mp/1cPOaTG

地震マップ @eq_map 
· 17時間 17時間前 
【M2.7】北海道東方沖 深さ59.2km 2015/05/21 16:08:32 http://j.mp/1Sgt1CE

http://j.mp/1cQB6NU
http://j.mp/1FqMry0
http://j.mp/1K5t6TW
http://j.mp/1Be7mAe
http://j.mp/1Be7mAc
http://j.mp/1cPQwBL
http://j.mp/1cPPFBa
http://j.mp/1JCYnzQ
http://j.mp/1FE0MdE
http://j.mp/1cPOaTG
http://j.mp/1Sgt1CE


あッ（＾＾）これは歌詞が読みやすいぞ…！
（しかも対訳が付いてる…ッ♪）
https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs&index=4&list=RDyLnw-TVim5Q
紅蓮の弓矢 歌詞付き

Lightworker @Lightworker19 
· 49 分 49 分前 
【拡散】kurieight 日本の水のセシウム濃度は、事故前の基準に比べれば１万4200
倍だ！ 首都圏「水がめ」驚異のセシウム汚染レベル！基準値の1420倍 
https://twitter.com/kurieight/status/319327609626443776/photo/1

War Is Over @kenshimada 
· 2 時間 2 時間前 
低線量被爆が原因て分ってるからこそ「常識ではとらえられない」のだろう、、、

ためしてガッテン・「40代から多発！ 恐怖の隠れ心臓病」
40代が発症ピーク・痛みを全く感じないうちに突然死…。常識でとらえきれない、新
しいタイプの心臓病。

http://ln.is/www.shugiin.go.jp/it/CErH …

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
放射性物質について、ウクライナの健康被害が続出したナロジチ地区の平均的放射性

セシウム量は120ベクレル/kg程度でした。東京ですら平均して800Bq/kgの汚染が確認
されていて、これも事実。アメリカもドイツも公式発表している数値

。http://bit.ly/PslbWr

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
人間の体内での生物学的半減期は約100日程度にもかかわらず、放射性セシウムもある
程度濃縮されるということだ。特に筋肉細胞がカリウムよりもセシウム を優先して取
り入れる。平衡状態では、筋肉が最も高いセシウムの放射能を示し、次に肝臓、心臓

、脾臓、性器、肺、脳と続く。

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
福島原発の霧にはトリチウムが含まれるとわからないのか…。
青天井だろうに。唖然。

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs&index=4&list=RDyLnw-TVim5Q
https://twitter.com/kurieight/status/319327609626443776/photo/1
http://ln.is/www.shugiin.go.jp/it/CErH
http://bit.ly/PslbWr


cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
2015.05.21_00.00-03.00.Unit1side
https://www.youtube.com/watch?v=gcsYQRXWvuo …
2:00のところで真横に稲妻が走るのが見えます。
雲間放電というのはあるけど、地表付近のこれは自然現象に見えない。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
kenji @buick54aki 
· 12時間 12時間前 
そして、ディズニーランドではネットで線量数値の写真を公開されるのを恐れて絶賛

規制中。

ミッキーに騙されたら、死ぬよ。

ちなみに東京ディズニーランドの入り口付近は約0.22-0.24μsv 。チェルノブイリ立ち
入り禁止区域入口が0.23 
https://twitter.com/buick54aki/status/601355759385841664/photo/1

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen 
· 5月14日 
1964年の東京オリンピック後、日本はかなり景気が悪くなったようだが、2020東京オ
リンピック後は景気が悪くなるというより、日本という国が無くなってしまうんでは

ないかと心配している。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen 
· 5月17日 
首都圏の電車は急病人が出てよく遅れるという話、最近よく語られているが、私は、

電車どころかバス停で倒れている人を何回も見ているが。暑くもない日に。

https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw&list=RDyLnw-TVim5Q&index=15
『アナと雪の女王 MovieNEX』レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜/エルサ（松たか子）＜日
本語歌詞付 Ver.＞

https://www.youtube.com/watch?v=gcsYQRXWvuo
https://twitter.com/buick54aki/status/601355759385841664/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw&list=RDyLnw-TVim5Q&index=15


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
個人情報の「同意なし転用」、拡大へ　改正案衆院通過

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150522-00000018-asahi-pol …
安倍政権は「人権」という言葉をこの世から追放したいらしい

憲法の基本的人権を削除

緊急事態を宣言すれば、私権はすべて停止、国が個人の財産と権利を踏みにじること

を合法化しようとしている

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
チェルノブイリのかけはし　野呂美香さんのブログ

昨日まで、ページを開けても更新が確認できなかった

昨日、CCクリーナかけたら、突然、見たこともない新しい見出しがいっぱい現れた
プラウザが意図的に更新記事を見せないように妨害か？

http://www.kakehashi.or.jp

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
【ヤバイ】預金口座や健康診査にもマイナンバー！配布前にマイナンバー法改正案（

国民総背番号制）が衆院で可決！個人情報保護法改正案もセットで

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6570.html …

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
日本の敵国が存在するとして、日本を壊滅させるのは簡単です。海外線に並んでいる

原発のどれかにミサイルを撃ち込めばいい。しかも、原発は電源を喪失するだけで自

爆する事が立証されたのです。原発に送電している鉄塔を倒せば事は足ります。

　http://bit.ly/161rvAD

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
【拡散】4_Sea_ 川内で事故があったら、日本は本当に終わる　
https://twitter.com/onodekita/status/443285243592585216/photo/1

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
みんな幸せになぁれ @minna521siawase 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150522-00000018-asahi-pol
http://www.kakehashi.or.jp/
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6570.html
http://bit.ly/161rvAD
https://twitter.com/onodekita/status/443285243592585216/photo/1


· 5月20日 
みんな幸せになぁれさんがリツイートしました うちゃか
こういうTweetもRT消えてました。
子供さんにも解りやすい本質ですょね。

広まって欲しくないそうです。

　↓

うちゃか@sayakaiurani 「戦争が始まった時なんてわからなかつた。『戦争』なんて言
葉は全く使わなかった。あとで考えてみたら『あ、あの時戦争の中にいたんだ』そう

いう感じ」と祖母にも聞いた。戦争は『戦争』という言葉を使わずにやってくる。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen 
· 5月17日 
この国は、あの大変な事故の時にSPEEDIを隠蔽するくらいです。日本人の平均寿命や
外国人観光客の数を捏造することなど朝飯前でしょう。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen 
· 5月14日 
欧州諸国では、高層マンションの高層階に住むことは健康に悪影響（流産、精神疾患

、アレルギーなどを引き起こす）を与えるという研究結果から、1990年代に入ってか
ら高層マンションは殆ど建てられていない。日本では、未だにこの有害性をスルー。

岬の狐 @unacumvos · 4月28日 
そう、今はまさに核戦争中。原発が爆発した時は、現代の核戦争の始まりだなんてわ

からなかった。“@sayakaiurani: 「戦争が始まった時なんてわからなかつた。『戦争』
なんて言葉は全く使わなかった。あとで考えてみたら『あ、あの時戦争の中にいた

んだ』そういう感じ」と祖母にも聞いた

…ノンキな人たちだなぁ…★
（－－；）

参照：http://85358.diarynote.jp/201103121218561829/

cmk2wl @cmk2wl 
· 2 時間 2 時間前 
どこの汚染がどれぐらいなんて、もう震災後１年で出揃っている。

http://85358.diarynote.jp/201103121218561829/


今は、避難するかしないかの選択だけ。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1 時間 1 時間前 
オレは還暦過ぎ名誉も財産もないし、全身病気だらけだから命なんかひどく安く売れ

る

反原発、反独裁のために命を捧げたって何一つ惜しくない

たいした結果は得られないだろうが、自民党の糞野郎どもを叩き潰すのは怒りと意地

だけだ

還暦過ぎた命の安い連中に残された人生の値打ちは反権力だけだよ

https://www.youtube.com/watch?v=SF6je2O8YIc&index=7&list=RDyLnw-TVim5Q
【MAD】自由の翼　進撃の巨人 FULL

放射能とは戦えない。

命を賭して、殺人権力者どもを斃せ。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
FC2ブログの方、なるべく早く、FC2閉鎖前に、複数のブログサイトに移動してくださ
い

FC2には良心的な大切なブログが多い
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/ 
http://blogjima.blog.fc2.com/ 
http://kiikochan.blog136.fc2.com

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
ライブドアに「真実を探すブログ！」を開設しました！FC2は近日中に閉鎖も？
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6572.html …

       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=SF6je2O8YIc&index=7&list=RDyLnw-TVim5Q
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/
http://blogjima.blog.fc2.com/
http://kiikochan.blog136.fc2.com/
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6572.html


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日10:05
山田太郎 @saitama2014_2 · 5時間5時間前 
NYの原発事故のツイートは削除されるのかな? ないなー

michiyoshi @michiyoshi · 5月19日 
「インディアンポイント原発が電源トランス火災で緊急停止した。トランス火災は、米国の原発

で２年に一回の割合で起きる。福島原発事故と同じことがNY市に起きる可能性」 @PalmerBrian:
http://www.onearth.org/earthwire/accident-indian-point … 

Japan Wide@ニューヨーク情報 @Japanwide · 5月17日 
【週刊NY生活】原発出火し自動停止 ＮＹ州インディアンポイント http://jwd.link/1A64JWc 
週刊NY生活537号のダイジェストです #原発 #事故 

TrinityNYC @TrinityNYC · 5月17日 
先日、火災があったと報告されたNYインディアンポイントの原発施設からうちの自宅までどれぐ
らいの距離かマップで見てみたら、ゆうに40kmはあった。前記事では、福島第一から30kmの地域
のこと書いてある。どれほど近いか考えたら、特に子供さんいたら、住民が不安になるの当然だ

よね。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日10:07
花子 @SamezuHanako · 5月14日 
「ＮＹ近郊の原発停止　機器から出火　マンハッタン北６０キロ」

http://www.sankei.com/world/news/150510/wor1505100021-n1.html …
↑こんな事が起こっていたのを私は知らなくて、昨晩ダンナに呆れられるの巻···（汗）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日21:06
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…ひゃくとおばん…？？
…（＾□＾；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日21:56
…０５１０…

…１１９番…

…（－－；）…。
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（５月23日）　死ぬほど眠い。腎臓がたるい。

http://85358.diarynote.jp/201505230905191334/

「人の意志が集中し過ぎて、オーバーロードしているのか！」

2015年5月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
時間まで情報チェックだけします…。

https://www.youtube.com/watch?v=ZHJRjf9n9LA
機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑⅢ　ETERNALWIND〜めぐりあい宇宙編／特別版〜 

地震マップ @eq_map 
· 47分 47分前 
Updated【M6.9】SOLOMON ISLANDS 9.9km 2015/05/23 06:45:19JST, 2015/05/22
21:45:19UTC
(G)http://j.mp/1KaoSL5 (USGS)http://j.mp/1Q23WYe

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
果物の放射能汚染が酷すぎる！福島を飛び越えて千葉や群馬等で放射能検出が相次ぐ

！スモモ、くり、ブルーベリーなどが突出！

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/856.html …

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 3時間 3時間前 
@tokaiamada ロシアの地震予知サイト「関東地方は充分に警戒してほしい」　（　←
　この週末は、自宅で天ぷら揚げるのはやめたほうが安全）　https://archive.is/0z0A8

火山たん @volcano_tan 
· 9 時間 9 時間前 
噴火によって溶岩が飛んできた物を火山弾と呼んでいるよ。火口から出た直後は溶け

ているけど、だいたいは飛んでいる時に冷えて固まるんだよ。大きな物は数メートル

の大きさになる事もあるし、小さくても高い所から落ちてくるから注意が必要だね。

http://85358.diarynote.jp/201505230905191334/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505230905191334/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHJRjf9n9LA
http://j.mp/1KaoSL5
http://j.mp/1Q23WYe
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/856.html
https://archive.is/0z0A8


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9 時間 9 時間前 
これが九州の火山帯

諏訪之瀬島、口永良部島、桜島、阿蘇山など、気象庁が「噴火警戒を呼びかけてる

火山」一線上にある。この火山帯が活発。

その南下した場所の浅い震源（奄美：震度５弱）なら、プレート性の地震と言うより

、火山性の地震だね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/601755609642348544/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV 
· 10時間 10時間前 
【地震情報 2015年5月22日】
22時28分頃、奄美大島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地
震の規模はM5.1、最大震度5弱を鹿児島県で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。 

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
汚染水とトリチウム水蒸気…。
どちらが周辺住民にとって喫緊の問題か、ジャーナリストにはわからないのだろうか

？

放射性物質の健康問題は甲状腺だけじゃないということがわからないのだろうか？

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
2014/10
『野生のイノシシ50万ベクレル』高速道路の建設現場で繁殖
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18aa2f9d881254e2edbb92fd1904dfea …
「建設機械にぶつかって死亡するイノシシの死骸

これを測ると５０万Bq。この死骸を片付ける人が現実にはいない
高速道路は開通し車も通る」　福島県トラック協会会長

 
　

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/601755609642348544/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18aa2f9d881254e2edbb92fd1904dfea


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
2014年03月16日
茨城

私たち家族の体調変化

主人

血圧上昇で今朝は215－115となり
心臓がバクバク脈打つ⇒救急車で緊急搬送

子供

今年1月に酷い鼻血
2月就寝中に寝具が汚れるほど鼻から出血

私

日中に酷い眠気、体の重さを感じる頻度が高く

移住を考え始めました

amaちゃんださんがリツイート 

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150523/85358_201505230905191334_1.jpg
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Thoton & The News @Thoton 
· 11 時間 11 時間前 
Thoton & The Newsさんがリツイートしました Daily Mirror
来月７月１日、「うるう秒」が１秒、挿入されるそうです。トラブルが起きないとい

いですが。。。

https://twitter.com/DailyMirror/status/601737714292158464 … cc @tokaiamada

https://www.youtube.com/watch?v=NEMqMeNhpGo&spfreload=1
超良MAD　Versus　逆襲のシャア 

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 2時間 2時間前 
@tokaiamada 【ドローンを規制しないとこういう映像が海外のテレビニュースで流れ
てしまう】　ロシアトゥデイ動画「沖縄県民大会を上空からドローンで撮影した」

　https://youtu.be/3PvgF-ZNR1c

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
崩壊するアレバ社：フランス政府、解体案に着手／ルモンド紙（5月20日）　（フラン
スねこのNews Watching）
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/858.html …

amaちゃんださんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton 
· 5月20日 
【速報】イスラエル、パレスチナ人とユダヤ人のバス同乗禁止へ Palestiniens interdits
de circuler ds des autobus avc Israéliens http://dlvr.it/9tnXGg 

T. HIRANOさんがリツイート 
平野啓一郎 @hiranok 
· 5月21日 
平野啓一郎さんがリツイートしました 想田和弘
主語がないのもそうだが、「反省」というのは、「何を」反省しているのか、目的語

も明確にさせるべきだ。当然、侵略であり、植民地支配であるはずだが、今の首相は

https://twitter.com/DailyMirror/status/601737714292158464
https://www.youtube.com/watch?v=NEMqMeNhpGo&spfreload=1
https://youtu.be/3PvgF-ZNR1c
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/858.html
http://dlvr.it/9tnXGg


それをごまかし続けている。 

cmk2wlさんがリツイート 
KAORI ・S @Cat_InGothStyle 
· 4月19日 
@cmk2wl 私も。小学校の担任が学級文庫として『はだしのゲン』を置いてくれた事を
今になって、ものすごく感謝しています。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日15:23
死ぬほど眠い。

腎臓がたるい。

空気が金け味。(-_-#)
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http://85358.diarynote.jp/


（５月23日）　これは戦争だ／元バイト先の隣駅なんですけど…

http://85358.diarynote.jp/201505240013062201/

変電器が爆発／意外と痛くもかゆくもない失明する時／これは戦

争だ／同時多発テロならぬ同時多発急病人。

2015年5月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

（承前）

元・地元（バイト先の隣駅）なんですけど…
（＠＠；）

ふつう爆発しないぞ、変電器…

たなかよ @tanakayoko · 3分3分前 
かなり長引きそうだな、この停電。。。

まず冷凍庫はダメになるよね？

ビールも冷えてるうちに飲んだほうがいいかな？

対々和 a.k.a. こんちゃん @toitoi8033 · 4分4分前 
【現地情報】東京 小金井市、狛江市、三鷹市、調布市で大規模な停電 柴崎の変電所で
爆発音 5/23 - NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2143238418916041601 …
これかこえーーーー

neko-aii @neko_aii 
· 52分 52分前 
東京都の瓦礫焼却の元請会社（１社のみ）

「東京臨海リサイクルパワー株式会社」

○株主 東京電力株式会社 95.5％
○設備

（産業廃棄物）流動床ガス化溶融炉 275ｔ／日×２基
（感染性医療廃棄物）専用焼却炉 50ｔ／日
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu10_j/images/100427d.pdf …

朝比 @ashkawoo · 1時間1時間前 
現地画像　5月23日　京王線　柴崎駅の近くの変電器が爆発。付近が停電に - NAVER
まとめ http://matome.naver.jp/odai/2143238456916701601 …

http://85358.diarynote.jp/201505240013062201/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://matome.naver.jp/odai/2143238418916041601
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu10_j/images/100427d.pdf
http://matome.naver.jp/odai/2143238456916701601


大柴崎帝國bot @shibasakiko15 · 1時間1時間前 
【速報】ただいま柴崎駅付近にある施設の変電器の爆発があったとのことで柴崎駅近

辺菊野台二丁目、三丁目と国領町三丁目、八丁目が停電してる模様です。

なお復旧は23時ごろを予定とのこと。今後の情報にご注意ください

n @naomichi425 · 2時間2時間前 
なんか家の前が大変なことになっている、、、

どうも柴崎駅前の病院の変電器が爆発したらしい。消防車ずらり。3200戸停電、復旧
は23:10頃、マジか！
#柴崎 #調布市 #停電 https://instagram.com/p/3Bkxu0oSlc/

Naomichi @NaomichiHatano · 2時間2時間前 � 東京都 調布市 
爆発音とともに突然の停電！

すぐに回復したと思ったら、また爆発音とともに停電！

近所のマンションもキュービクルが爆発し、火災を起こしていたところに泡消化器で

消化しようとしていたので慌てて静止して、消防車を…
https://instagram.com/p/3BjUHDGZkT/

おんぷっち(破壊力プリンセス) @onpu_chan · 2時間2時間前 � 東京都 調布市 
国領一帯停電なう 
https://twitter.com/onpu_chan/status/602084963429658628/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
福島県の鮫川村で、焼却施設　爆発　http://bit.ly/19lglmo

neko-aiiさんがリツイート 
ちんた @Ching_ta 
· 2011年11月17日 
放射線はゴムを劣化させるんですよね。通勤で福島〜仙台間、高速を使っていますが

、タイヤがバースト「バラバラになって」している車をよく見かけるようになった。

#save_fukushima #genpatsu

大柴崎帝国ってドコだよｗｗｗｗ

https://instagram.com/p/3Bkxu0oSlc/
https://instagram.com/p/3BjUHDGZkT/
https://twitter.com/onpu_chan/status/602084963429658628/photo/1
http://bit.ly/19lglmo


電気、無くてもよくね…？
https://www.youtube.com/watch?v=C_2Op2-avyw
野生動物と会話できる少女！アフリカの野生動物と友情あふれる少女「ティッピ」が可愛い。

neko-aii @neko_aii 
· 34 分 34 分前 
福島県いわき市　深刻な事態

島田医師

「失明いっぱいいますよ。両目失明とかいますよ。

意外と痛くもかゆくもない。失明する時。

片目は失明して、もう片方も同じような病気で、

もう危なかったって人は、いっぱいいますから」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ab4f6e38b5015ef96ac08bfc45d95130 …

rima @risa_mama117 · 4時間4時間前 
rimaさんがリツイートしました rima
関連)
「送電線に火山灰が降ると火山灰に含まれる硫酸イオンガスなどでショートし停電→

外部電源喪失に繋がる。非常用のディーゼル発電の運転には周りの空気を冷やしてお

く必要がある。PM2.5でも室内に入り込んでくるため微粒子の火山灰も…」 

cmk2wl @cmk2wl 
· 4 時間 4 時間前 
PM2.5 汚染濃度
佐賀県唐津市肥前町　

注意喚起レベルの85μg/m3 を超過して　280μg/m3
九州北西部で高めになってます。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/602054402661175296/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
千草自排局（千葉市稲毛区千草台）は、5/21日にPM2.5を 900μg/m3を観測したあと欠
測に。23日16時には窒素酸化物やオキシダント等、全データが欠測になってしまいま
した。

http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=12201300 … 

cmk2wl @cmk2wl 

https://www.youtube.com/watch?v=C_2Op2-avyw
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ab4f6e38b5015ef96ac08bfc45d95130
https://twitter.com/cmk2wl/status/602054402661175296/photo/1
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=12201300


· 5時間 5時間前 
最高気温ランキング

2015年5月23日17時
1 福島県 浪江
2 福島県 梁川
3 福島県 福島 
https://twitter.com/cmk2wl/status/602035071663542272/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6 時間 6 時間前 
豪栄道 大関なのに肩の骨折 
以前も同じ肩の剥離骨折

ちょっと変だ

ストロンチウム90に汚染された魚を食べて内部被曝してるのでは

War Is Over @kenshimada 
· 8時間 8時間前 
フランスでは2011年日本からの帰国者220人をWBCで測定、３５％が汚染。大部分が
ヨウ素131。 セシウムは20人、テルル132、ヨウ素132も12人から検出。そのほとんど
が東京近郊に滞在。

http://no-border.asia/archives/15531/2 …

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto 
· 11時間 11時間前 
放射能で人々に出る体調不良（福島エイズ） - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2134204317511451801 …
【怖い内部被曝の脅威】 福島におけるボランティア活動から３年目。ある日、突然皮
膚から血液が噴き出すことがたびたび起こるというこの現実。

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo 
· 13時間 13時間前 
@Tanisennzo 次に、2012年12月に死んだシジュウカラを、“正確に測れる”　測定器で
測定すると、

⇒画像

ああぁぁ、WBC　より正確・・・ 
https://twitter.com/Tanisennzo/status/601922175528894465/photo/1

https://twitter.com/cmk2wl/status/602035071663542272/photo/1
http://no-border.asia/archives/15531/2
http://matome.naver.jp/odai/2134204317511451801
https://twitter.com/Tanisennzo/status/601922175528894465/photo/1


cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
壁に生えているカビは、そこだけにとどまらない。

浮游する胞子は、

呼吸器から容易に体内に侵入し、

脳関門という関所をも通過して、

脳にまで到達する。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
5月23日 8時00分
震源地は種子島（マグニチュード2.6）で震度3
局地的な地震。震源の深さも（極浅い）　火山が影響してる地震だね。

気象庁（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150523080610495-230800.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/601900675157524480/photo/1

火山たんさんがリツイート 
テレ朝news @tv_asahi_news 
· 15時間 15時間前 
箱根山で最大20cmの隆起　浅間山も地震急増 
http://5.tvasahi.jp/000051019?a=news&b=nss … 
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/601889055643545602/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
くろねこ @22blackcat 
· 5月22日 
テレ朝の番組。

チェコ人のご主人を持つ日本人女性、震災時福岡在住だった。16日朝、チェコ政府か
ら『大統領専用機を飛ばすから乗りますか。5分で決断して』と大使館から連絡があっ
たそうだ。ご主人は子供達のために避難を決意。チェコの空港に着いて、被曝チェッ

クされたとのこと。

neko-aii @neko_aii 
· 5月22日 
＜首都圏で予想される子供の老衰症状＞

ハゲ・脱毛・老眼・難聴・骨そしょう症－平均寿命40歳 (放射能汚染資料)

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150523080610495-230800.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/601900675157524480/photo/1
http://5.tvasahi.jp/000051019?a=news&b=nss
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/601889055643545602/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8b651b49aa7c9af8def17379a9d5407f


http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8b651b49aa7c9af8def17379a9d5407f …
ヤブロコフ「消化器系・内臓疾患」

健康な歯を持つ子供は9.1%－1歳児で虫歯が多発。
将来は、歯牙腫・歯周病が激増

War Is Overさんがリツイート 
c0_bay_ash_tds @c0_bay_ash_tds 
· 5月22日 
次の派遣先の話が出たので「連日交通機関が急病人で遅延するので、遠方でスタート

の早い会社は困る」と言ったら、あっさり了承されてしまった。

話題にはしないけど気づいてる人は増えている。

被曝被害者を増やさないために早く国は遷都を決断して欲しい。

War Is Overさんがリツイート 
のっち＠幸せの黄色い電車 @E351E257Express 
· 5月22日 
最近の関東の電車の急病人の数の多さはやはり凄いな...
現状では同時多発テロならぬ同時多発急病人だ。

どう考えても異常ですね。

考えれば考えるほど恐ろしい。

...次はあなたが急病人になる番かも知れませんね。

War Is Overさんがリツイート 
ウワバミ琉球守 @uwa_R 
· 5月22日 
今日も急病人で新幹線が止まってる。なぜか東北新幹線ではなく、名古屋近辺を運行

してるのばかり

War Is Overさんがリツイート 
盛田隆二 @product1954 
· 5月17日 
「5月27日までに、関東から東海にかけての内陸か海底で、最大震度5弱の地震が予想
される」と日本地震予知学会。念のために「避難場所」や「非常用持ち出し袋」の確

認を。

▶箱根山で大地震前兆の電離層異常が測定され、関東地方に強い地震への警戒

→http://tinyurl.com/mbswocd

http://tinyurl.com/mbswocd
https://www.youtube.com/watch?v=PVC8FeQ2rPI


https://www.youtube.com/watch?v=PVC8FeQ2rPI
【MAD】機動戦士ガンダムUC - This is war(これは戦争だ) 2014 year ver. 

War Is Overさんがリツイート 
水守みどり @MizumoriMidori 
· 2時間 2時間前 
@kenshimada 
それを帳消しにするために、戦争すると言っていますよ。

たぶん、わざとです。

War Is Overさんがリツイート 
原発は差別の象徴！ @Hiroy_S 
· 4時間 4時間前 
@kenshimada @cxjr これはまさに、日本が財政破綻する可能性があることを意味する
。さらに、逃げ切れるメドもついたのだろう。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 7時間 7時間前 
これから起きる超超巨大震災に対処するのが消費増税という超超愚策を実行した自民

党政府なのです

彼らは大金持ちや特権階級、巨大企業だけを守ろうとするでしょう

我々一般大衆が、どんな恐ろしい被害に遭っていても絶対助けない現実を福島原発巨

大災厄で我々は見せつけられた

誰も政府を信用しない

War Is Overさんがリツイート 
主権者【I’m not Abe】 @andoukita 
· 20時間 20時間前 
@kenshimada チェルノブイリ原発事故の時にも雨に濡れないように注意が呼びかけら
れて、輸入品は厳しく制限されウォッカの輸入も中古車の輸入も制限され、北極海で

の遠洋漁業も長期に渡って厳しく制限されて漁に出ること事態が禁じられてたはずだ

。

War Is Overさんがリツイート 
tonosamafrog;ko;+1 @tonosamafrog 
· 5月22日 
組体操の練習で落ちて頭打ったってのがTLに流れてるけど、これ同じこと建築現場



でやったら大事になるんだけどな。「1mは一命取る」なんて標語もあったくらいで。
なんで学校だと「気を付けて、がんばりましょう」で済まされるんだろうか。#組体操
リスク

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml 
· 5月22日 
日本国内にて 福島を食べて応援する吉野家ホールディングス
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2135.html …
今一度、グループ企業の確認を。

ちなみに

香港の吉野家では「福島県産はじぇったいに使ってましぇん」と広告してます。

https://twitter.com/KinKingofmichel/status/449731904464355328/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
保坂展人 @hosakanobuto 
· 5月21日 
あまり知られていない話だが、沖縄の米軍住宅上空では米軍ヘリやオスプレイは飛べ

ないことになっている。それが日本人の住宅街の上は飛べるわけだ。これに対し、０

８年３月、民主党と国民新党、社民党が日米地位協定改定案作成に動いたことがある

。http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160024 …

amaちゃんださんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog 
· 12月2日 
驚いたな。安倍晋三の政治資金報告書をぜんぶチェックしてみたら、合計で59回もキ
ャバクラに支出してるよ。

War Is Overさんがリツイート 
kaz hagiwara（萩原 一彦） @reservologic 
· 6月2日 
「かならずくる」って、だんだん住めなくなるみたいな言い方だけど、初めっから住

めなかったのがだんだんバレるってことだよね。RT @lllpuplll: ＜２０１３年１１月２
日＞（朝日）「この地域住めない、という時期かならずくる」（石破茂）

きみは、どっちで暮らしたい…？

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2135.html
https://twitter.com/KinKingofmichel/status/449731904464355328/photo/1
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160024


https://www.youtube.com/watch?v=3GHXze7o72s
赤毛のアン　オープニングテーマ：きこえるかしら 

https://www.youtube.com/watch?v=SnE-rwzatSE
【MAD】機動戦士ガンダムUC - Hero - もう一人のニュータイプ -

観てないんんだよ。（＾＾；）

ガンダムシリーズも、どうせなら「全部観てから死にたい」なぁ…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=CFEeUPatslw
◆T5. となりのトトロ 秋山カズ
 

https://www.youtube.com/watch?v=3GHXze7o72s
https://www.youtube.com/watch?v=SnE-rwzatSE
https://www.youtube.com/watch?v=CFEeUPatslw


（５月24日）　気絶寸前級の激睡魔。起立性貧血。(∋_∈) フロア内の体調不良者が天
然ディメンタ状態で、私の精気霊気を吸い奪る。

http://85358.diarynote.jp/201505241445479492/

5月24日の日記
2015年5月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

被曝死を、

過労死と、

言い繕う、

権力亡者ども。

未来永劫、

因果応報の、

無明地獄をさ迷え。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日14:47
起立性貧血。(∋_∈)
フロア内の体調不良者が

天然ディメンタ状態で

私の精気霊気を吸い奪る。

(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日15:18
気絶寸前級の激睡魔。(∋_∈)
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（５月25日）　リカちゃん人形、福島で製造。／まさか「食べて応援」を「食べて福
島を応援」って意味だと勘違いしてないよな？「食べて東電を応援」って意味だよ。

http://85358.diarynote.jp/201505250136584276/

皮膚下の内臓が溶ける。…「本当の自由を視た者だ！」…日本の
６割が無人になる。

2015年5月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

あらためまして、深夜０：０８を観ちゃいました。

（＾＾；）前項コメント欄参照。

昨日の朝の０８：０８も視た記憶があるし、体調と夢視は酷かったですが、

精神状態はむしろ好調。

 
（私は本来ヘソ曲がりで、「逆境ほど萌える」性悪ドＭ。）

（＾＾；）

バイトはエアポケット的にヒマ過ぎで、脳に負担がかかりすぎたのかもしれません。（－－；）

あと、急に気温が上がっていたので、ちょっと脱水症状だったな…うん。
（－－；）

なんでこんなにこの曲に魅かれるのかがようやく分かりました。

https://www.youtube.com/watch?v=SF6je2O8YIc&list=RDyLnw-TVim5Q&index=7
【MAD】自由の翼　進撃の巨人 FULL 

楽曲や動画が素晴らしいからだけじゃない。「エレンが私にそっくり」だから、です…

（＾へ＾；）

何度でも、地獄を観てやる。

哭き喚きながら、ドン底の現世を、這いずりまわって、生きてやる…。

うん。…ｗ（ーー；）ｗ…

てなことで、戦士の原則に則り、具合が悪い？からこそ、「食べてから」寝なおします…

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
「自分の運は自分でつかめ、恐怖は人に伝染する。一生なおらん」

映画「恐怖の報酬」

（作り置きのいつものごった煮スープで「煮込みスパゲティ」をこしらえたので、冷めるまで

の間、情報チェックだけしますわ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=ODpu0HgQp9c&list=RDyLnw-TVim5Q&index=9
進撃の巨人 リヴァイ かっこいいシーン 

…う〜む…（＾＾；）

完全に、リヴァイ兵長には、惚れました…ｗｗｗｗｗ

（早く続きを読みたい♪）（ミカサ可愛い〜な〜っｗｗｗ）

War Is Overさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow 
· 56分 56分前 
ジョージさんがリツイートしました 不正選挙監視団
外食産業、家族経営の食堂も含めてコメは絶望的です。絶対汚染米が混ざっています

。店主がわかっていて明記していない限り放射性廃棄物です。弁当も。沖縄も99.9%ア
ウトです。

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
日付が25日に変わる頃には、東電福島原発からの風が関東に向かいます。
添付は25日3:00と、25日15:00。 

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】eye_s_only 友人の都内皮膚科医より。「頭皮炎」「顔面・腕の急激なシミ
増加」 による来院が増えている。 http://amba.to/WBj6sU

War Is Overさんがリツイート 
まゆみ @mayu_5713 
· 3時間 3時間前 
まゆみさんがリツイートしました 桑ちゃん
川崎の庭は、39000bq/m2、、ぎりぎり4万以下だけど。小出氏は150ｂq/kg超えたら近
づかないと言ってたから。kgにしたら350近かったので、川崎には住めないと判断した
んだ。 

neko-aii @neko_aii 
· 4時間 4時間前 
ラ・アーク再処理工場周辺で高濃度汚染　排出液から１億６千万Bq／L
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31e981101c5433cbf929ffd91680c085 …
工場から３５キロ圏に住む

白血病の子供27人と健康な子供１９２人を比較

http://85358.diarynote.jp/201505250136584276/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150525/85358_201505250136584276_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SF6je2O8YIc&list=RDyLnw-TVim5Q&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ODpu0HgQp9c&list=RDyLnw-TVim5Q&index=9
http://amba.to/WBj6sU
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31e981101c5433cbf929ffd91680c085


頻繁に海水浴をしたり

地元産の魚を多く食べた子供ほど

白血病にかかりやすい傾向が確認された

War Is Overさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 
· 4時間 4時間前 
骨折の子供、今夜これで5人目。

neko-aii @neko_aii 
· 4時間 4時間前 
「福島民友新聞社」

黒枠で囲った訃報のお知らせ、

いわゆる「お悔やみ」蘭の数が

異常に多くなり、

「変だな」と囁かれ始めてから

お悔やみ情報を載せなくなった

という変な新聞社です。

(simatyan2のブログ 2014-05-11)より

War Is Overさんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 
· 5時間 5時間前 
@snoopymaygon @Theresia_Gebets 横横失ですm(_ _)m。私は20℃位で熱中症が起き
ているのは、体温調節を行っている脳の問題かなぁと思っていたのですが。間脳視床

下部の放熱中枢が被曝で正常に機能しなくなり体内に蓄積された熱を放熱出来なくな

っているのかと

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 
· 6時間 6時間前 
@kareinaruinbou @tokaiamada 千葉市美浜区の水道水から福島第一原子力発電所事故
由来のセシウム検出しました。

http://cdcreation.grupo.jp/blog/909397

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
【拡散】Jfkapny 炭かと思ったら雪？！kawakusening 雪って焦げましたっけ？？ 燃や
したら、プラスチックを燃やした時のような臭いと焦げ跡が出来ました。 これが噂の
人工雪ですか？w 
https://twitter.com/kawakusening/status/432337734644924416/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
放射能汚染のおそろしさを住民が理解し、安全な地域に逃げ出すようになれば日本の6
割が無人になるのは、まったく当然のことだ

http://www.asahi.com/articles/ASG3X4HZYG3XULFA01B.html …
朝日新聞よ、はっきり「放射能汚染により」と書く勇気がないのか！

Lightworker @Lightworker19 
· 11時間 11時間前 
「震源地、神奈川の核危機 じいちゃん予言」神奈川には分かっているだけでも４つの
核施設が存在している。 日立製作所電力グループ原子力事業部王禅寺センタ 東芝原子
力技術研究所 米軍基地 グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
http://bit.ly/oHIhEy

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
才能のある人間がいなくなるね。チェルノブイリは辺鄙なところだった。

福島原発は東京に近すぎる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
そうか。本質は過酸化物だから、溶けてもおかしくないんだ。 @sparky_sparking 「熱
中症は皮膚下の内臓が溶ける。見た目よりダメージは大きい」と内科医が言ってま

した。@cmk2wl: 熱中症ってやばいんだよ。障害が残る事もある。
一回でもやったら、かなり人生に影響する。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
最高気温ランキング（2015年5月24日12時）
岩手と沖縄が拮抗。いい勝負です。

異常気象もここまできた。

https://twitter.com/cmk2wl/status/602333147133399040/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 12時間 12時間前 
@tokaiamada ■このドラム缶の中の放射性廃棄物たべてるってこと・・ 【私が適当に
歩き回って持ち帰ったような 東京のどこにでもあるような、その辺の土は アメリカで
は放射性廃棄物として処理されるべきものなのです】ガンダーセン 氏 
https://twitter.com/k2cyan/status/587609495653593090/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 13時間 13時間前 
郡山の学生、着てる服から、0.8μSv発しながら生活。　http://bit.ly/1gAwpss

neko-aiiさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan 
· 17時間 17時間前 
TLを流れるのが、電車内での急病人搬送だけでなく、道端に倒れている人がいる、

http://cdcreation.grupo.jp/blog/909397
https://twitter.com/kawakusening/status/432337734644924416/photo/1
http://www.asahi.com/articles/ASG3X4HZYG3XULFA01B.html
http://bit.ly/oHIhEy
https://twitter.com/cmk2wl/status/602333147133399040/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/587609495653593090/photo/1
http://bit.ly/1gAwpss


になってきた。怖いのは、それをおかしいと思わない人達。

War Is Overさんがリツイート 
kenji @buick54aki 
· 5月23日 
埼玉とかでも調査してる。

関東全滅ぽい。

被曝第１世代よりもその後の世代の方が放射能の影響を受けやすくて、ごく低レベル

の汚染食物を食べた場合でも子以下の世代がほとんど死んでる

http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/ … ”
被曝

給

amaちゃんださんがリツイート 
ちだい @chidaisan 
· 5月20日 
福島の子どもたちに発生している小児甲状腺がんは、いよいよ原発事故との因果関係

を否定できないレベルになり、これまで因果関係を否定し続けてきた鈴木眞一教授は

、逃げたのかクビなのか知りませんが、退任して消えてしまいました。検査するべき

関東圏の子どもたちの検査を止めた責任は取りません。

War Is Overさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 5月19日 
小学生の自由研究をきっかけに、京都工場製でも夏場は放射能が検出されることが明

らかになったコイケヤのポテチに『もも味』が登場

http://matome.naver.jp/odai/2141304244721167101 …　原材料：白桃桃果汁粉末・・
・それ、どこ産？　#胸騒ぎ 

War Is Overさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 5月13日 
福岡のすき家の牛丼のご飯が茨城県産というのが解せません。 入り口に食材の産地を
書いた木の札が下げてありますが、レタスや野菜は熊本や長崎産なのに米だけなぜか

茨城産です。 正直放射能汚染も心配だし、なんで米だけ九州産じゃないのか不思議
です。http://bit.ly/1njZVEV

War Is Overさんがリツイート 
koちゃん @Tommy0827n 
· 5月7日 
リカちゃん人形は、福島県で製造。

http://www.liccacastle.co.jp/company/index.html …

 
斃すべき相手は、誰だ？

War Is Overさんがリツイート 
戦争撲滅兵器殲滅 @nowarnoweapon 
· 9時間 9時間前 
報道ステーションの集団的自衛権の特集を息子と見ていた。匿名で話す自衛隊の幹部

が「すでに辞めたいと言っている若い自衛官もいます。隊員募集にも響くことになる

。そうなったら徴兵制ですよね。」の言葉に小５の息子が「俺らかよ…。」の一言。
なんとかしないといけないと思った。

War Is Overさんがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 
· 11時間 11時間前 
爆煙規模からしても、イスラエルらがイエメンで中性子爆弾を使用した可能性はある

と思います。ベテランズ・トゥデイでもその可能性を報じています

。https://twitter.com/ric_koshimizu/status/602305720906747904 …
http://www.veteranstoday.com/2015/04/20/did-saudi-arabia-nuke-yemen/ … 

amaちゃんださんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo 
· 12時間 12時間前 
イエメンから一つのビデオが送られてきた〜非常に高い確率で中性子爆弾である可能

性があるという事〜中性子爆弾の攻撃はイスラエル軍だけ可能であると。　

https://ironpens.wordpress.com/2015/05/22/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a0%b8%e6%94%bb%e6%92%83/
…
https://youtu.be/x7UHl3CxP-A 
ひどい〜尋常じゃない…。

War Is Overさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 
· 14時間 14時間前 
サウジ、アラブ連合、イスラエル、日米軍産複合体はイエメンに核兵器を使用しま

した。

Another Explosion In Sana’a, Yemen https://youtu.be/VC5iKeQ9clk via @YouTube

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 19時間 19時間前 
イスラエルの核兵器保有を守るために米英加がNPTの最終文書採択を阻止、IS／アル
カイダも使う 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505230000/ …

War Is Overさんがリツイート 
つぐのすけ @tcdctrn 
· 5月23日 
まさか「食べて応援」を「食べて福島を応援」って意味だと勘違いしてないよな？「

食べて東電を応援」って意味だよ。

http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/
http://matome.naver.jp/odai/2141304244721167101
http://bit.ly/1njZVEV
http://www.liccacastle.co.jp/company/index.html
https://twitter.com/ric_koshimizu/status/602305720906747904
http://www.veteranstoday.com/2015/04/20/did-saudi-arabia-nuke-yemen/
https://ironpens.wordpress.com/2015/05/22/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a0%b8%e6%94%bb%e6%92%83/
https://youtu.be/x7UHl3CxP-A
https://youtu.be/VC5iKeQ9clk
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505230000/


War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo 
· 5月17日 
首相官邸　正気か!?
行政

子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう

http://nufufu.com/life/it-accustoms/ …
高校生

満１８歳で全ての国民に１年ないし２年間の奉仕活動を義務づける

＝徴兵？ 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/599915843594530816/photo/1

いや、「フクイチで」じゃないですか…？

War Is Overさんがリツイート 
ヒロ・マスダ / Hiro Masuda @IchigoIchieFilm 
· 3時間 3時間前 
「エヴァンゲリオン」の監督、日本アニメの寿命はあと５年か

将来は今あるようなものはできないと指摘。人材、資金もなくなり、日本全体の状況

が何も考えずにただアニメを作るということを許すものではなくなる。

http://jp.sputniknews.com/japan/20150523/369080.html …

War Is Overさんがリツイート 
ヒロ・マスダ / Hiro Masuda @IchigoIchieFilm 
· 3時間 3時間前 
カンヌ映画祭で盛大な宴を開き、着ぐるみ、パンツ見せ人形をプロモーションし「日

本は凄いんだ」といくら叫んでも、日本の製作費があがることも、産業を支える人た

ちにクリエイティブ産業にいい仕事の雇用も生まれない「日本での仕事は慣習で残業

代はいらないんですよ」政府の誘致PRですらこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=PsML7ciMleQ&list=RDyLnw-TVim5Q&index=18
進撃の巨人 ED great escape　フル 

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】 2ch_NPP_info 【報ステ】自殺した岩路真樹ディレクターの自殺の方法。部
屋の外側から通気孔や窓、ドアの隙間をガムテープでふさぎ、自らをロープで椅子に

縛りつけ身動きとれない状態にした後、テレポーテーションで室内に入り、ライター

もマッチも使わず練炭に火を付け自殺

http://nufufu.com/life/it-accustoms/
https://twitter.com/hopi_domingo/status/599915843594530816/photo/1
http://jp.sputniknews.com/japan/20150523/369080.html
https://www.youtube.com/watch?v=PsML7ciMleQ&list=RDyLnw-TVim5Q&index=18


（５月25日）　「頭皮炎」「顔面・腕の急激なシミ増加」 による来院が増えている。

http://85358.diarynote.jp/201505250747587343/

【再掲】 内臓が溶ける。…日本の６割が無人になる。

2015年5月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

昨夜の大事な件、見落とされると思うので、もう一回貼っておきます、１．

War Is Overさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow 
· 56分 56分前 
ジョージさんがリツイートしました 不正選挙監視団
外食産業、家族経営の食堂も含めてコメは絶望的です。絶対汚染米が混ざっています

。店主がわかっていて明記していない限り放射性廃棄物です。弁当も。沖縄も99.9%ア
ウトです。

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
日付が25日に変わる頃には、東電福島原発からの風が関東に向かいます。
添付は25日3:00と、25日15:00。 

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】eye_s_only 友人の都内皮膚科医より。「頭皮炎」「顔面・腕の急激なシミ
増加」 による来院が増えている。 http://amba.to/WBj6sU

War Is Overさんがリツイート 
まゆみ @mayu_5713 
· 3時間 3時間前 
まゆみさんがリツイートしました 桑ちゃん
川崎の庭は、39000bq/m2、、ぎりぎり4万以下だけど。小出氏は150ｂq/kg超えたら近
づかないと言ってたから。kgにしたら350近かったので、川崎には住めないと判断した
んだ。 

neko-aii @neko_aii 
· 4時間 4時間前 

http://85358.diarynote.jp/201505250747587343/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://amba.to/WBj6sU


ラ・アーク再処理工場周辺で高濃度汚染　排出液から１億６千万Bq／L
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31e981101c5433cbf929ffd91680c085 …
工場から３５キロ圏に住む

白血病の子供27人と健康な子供１９２人を比較
頻繁に海水浴をしたり

地元産の魚を多く食べた子供ほど

白血病にかかりやすい傾向が確認された

War Is Overさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 
· 4時間 4時間前 
骨折の子供、今夜これで5人目。

neko-aii @neko_aii 
· 4時間 4時間前 
「福島民友新聞社」

黒枠で囲った訃報のお知らせ、

いわゆる「お悔やみ」蘭の数が

異常に多くなり、

「変だな」と囁かれ始めてから

お悔やみ情報を載せなくなった

という変な新聞社です。

(simatyan2のブログ 2014-05-11)より

War Is Overさんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 
· 5時間 5時間前 
@snoopymaygon @Theresia_Gebets 横横失ですm(_ _)m。私は20℃位で熱中症が起き
ているのは、体温調節を行っている脳の問題かなぁと思っていたのですが。間脳視床

下部の放熱中枢が被曝で正常に機能しなくなり体内に蓄積された熱を放熱出来なくな

っているのかと

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 
· 6時間 6時間前 
@kareinaruinbou @tokaiamada 千葉市美浜区の水道水から福島第一原子力発電所事故
由来のセシウム検出しました。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31e981101c5433cbf929ffd91680c085
http://cdcreation.grupo.jp/blog/909397


http://cdcreation.grupo.jp/blog/909397

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
【拡散】Jfkapny 炭かと思ったら雪？！kawakusening 雪って焦げましたっけ？？ 燃や
したら、プラスチックを燃やした時のような臭いと焦げ跡が出来ました。 これが噂の
人工雪ですか？w 
https://twitter.com/kawakusening/status/432337734644924416/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
放射能汚染のおそろしさを住民が理解し、安全な地域に逃げ出すようになれば日本の6
割が無人になるのは、まったく当然のことだ

http://www.asahi.com/articles/ASG3X4HZYG3XULFA01B.html …
朝日新聞よ、はっきり「放射能汚染により」と書く勇気がないのか！

Lightworker @Lightworker19 
· 11時間 11時間前 
「震源地、神奈川の核危機 じいちゃん予言」神奈川には分かっているだけでも４つの
核施設が存在している。 日立製作所電力グループ原子力事業部王禅寺センタ 東芝原子
力技術研究所 米軍基地 グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
http://bit.ly/oHIhEy

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
才能のある人間がいなくなるね。チェルノブイリは辺鄙なところだった。

福島原発は東京に近すぎる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
そうか。本質は過酸化物だから、溶けてもおかしくないんだ。 @sparky_sparking 「熱
中症は皮膚下の内臓が溶ける。見た目よりダメージは大きい」と内科医が言ってま

した。@cmk2wl: 熱中症ってやばいんだよ。障害が残る事もある。
一回でもやったら、かなり人生に影響する。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 

https://twitter.com/kawakusening/status/432337734644924416/photo/1
http://www.asahi.com/articles/ASG3X4HZYG3XULFA01B.html
http://bit.ly/oHIhEy


最高気温ランキング（2015年5月24日12時）
岩手と沖縄が拮抗。いい勝負です。

異常気象もここまできた。

https://twitter.com/cmk2wl/status/602333147133399040/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 12時間 12時間前 
@tokaiamada ■このドラム缶の中の放射性廃棄物たべてるってこと・・ 【私が適当に
歩き回って持ち帰ったような 東京のどこにでもあるような、その辺の土は アメリカで
は放射性廃棄物として処理されるべきものなのです】ガンダーセン 氏 
https://twitter.com/k2cyan/status/587609495653593090/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 13時間 13時間前 
郡山の学生、着てる服から、0.8μSv発しながら生活。　http://bit.ly/1gAwpss

neko-aiiさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan 
· 17時間 17時間前 
TLを流れるのが、電車内での急病人搬送だけでなく、道端に倒れている人がいる、
になってきた。怖いのは、それをおかしいと思わない人達。

War Is Overさんがリツイート 
kenji @buick54aki 
· 5月23日 
埼玉とかでも調査してる。

関東全滅ぽい。

被曝第１世代よりもその後の世代の方が放射能の影響を受けやすくて、ごく低レベル

の汚染食物を食べた場合でも子以下の世代がほとんど死んでる

http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/ … ”
被曝

給

amaちゃんださんがリツイート 
ちだい @chidaisan 
· 5月20日 

https://twitter.com/cmk2wl/status/602333147133399040/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/587609495653593090/photo/1
http://bit.ly/1gAwpss
http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/


福島の子どもたちに発生している小児甲状腺がんは、いよいよ原発事故との因果関係

を否定できないレベルになり、これまで因果関係を否定し続けてきた鈴木眞一教授は

、逃げたのかクビなのか知りませんが、退任して消えてしまいました。検査するべき

関東圏の子どもたちの検査を止めた責任は取りません。

War Is Overさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 5月19日 
小学生の自由研究をきっかけに、京都工場製でも夏場は放射能が検出されることが明

らかになったコイケヤのポテチに『もも味』が登場

http://matome.naver.jp/odai/2141304244721167101 …　原材料：白桃桃果汁粉末・・
・それ、どこ産？　#胸騒ぎ 

War Is Overさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 5月13日 
福岡のすき家の牛丼のご飯が茨城県産というのが解せません。 入り口に食材の産地を
書いた木の札が下げてありますが、レタスや野菜は熊本や長崎産なのに米だけなぜか

茨城産です。 正直放射能汚染も心配だし、なんで米だけ九州産じゃないのか不思議
です。http://bit.ly/1njZVEV

War Is Overさんがリツイート 
koちゃん @Tommy0827n 
· 5月7日 
リカちゃん人形は、福島県で製造。

http://www.liccacastle.co.jp/company/index.html …

斃すべき相手は、誰だ？

War Is Overさんがリツイート 
ヒロ・マスダ / Hiro Masuda @IchigoIchieFilm 
· 3時間 3時間前 
カンヌ映画祭で盛大な宴を開き、着ぐるみ、パンツ見せ人形をプロモーションし「日

http://matome.naver.jp/odai/2141304244721167101
http://bit.ly/1njZVEV
http://www.liccacastle.co.jp/company/index.html


本は凄いんだ」といくら叫んでも、日本の製作費があがることも、産業を支える人た

ちにクリエイティブ産業にいい仕事の雇用も生まれない「日本での仕事は慣習で残業

代はいらないんですよ」政府の誘致PRですらこれ。 

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】 2ch_NPP_info 【報ステ】自殺した岩路真樹ディレクターの自殺の方法。部
屋の外側から通気孔や窓、ドアの隙間をガムテープでふさぎ、自らをロープで椅子に

縛りつけ身動きとれない状態にした後、テレポーテーションで室内に入り、ライター

もマッチも使わず練炭に火を付け自殺 

War Is Overさんがリツイート 
戦争撲滅兵器殲滅 @nowarnoweapon 
· 9時間 9時間前 
報道ステーションの集団的自衛権の特集を息子と見ていた。匿名で話す自衛隊の幹部

が「すでに辞めたいと言っている若い自衛官もいます。隊員募集にも響くことになる

。そうなったら徴兵制ですよね。」の言葉に小５の息子が「俺らかよ…。」の一言。
なんとかしないといけないと思った。

War Is Overさんがリツイート 
つぐのすけ @tcdctrn 
· 5月23日 
まさか「食べて応援」を「食べて福島を応援」って意味だと勘違いしてないよな？「

食べて東電を応援」って意味だよ。

War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo 
· 5月17日 
首相官邸　正気か!?
行政

子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう

http://nufufu.com/life/it-accustoms/ …
高校生

満１８歳で全ての国民に１年ないし２年間の奉仕活動を義務づける

＝徴兵？ 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/599915843594530816/photo/1

http://nufufu.com/life/it-accustoms/
https://twitter.com/hopi_domingo/status/599915843594530816/photo/1


いや、「フクイチで。」じゃないですか…？

War Is Overさんがリツイート 
ヒロ・マスダ / Hiro Masuda @IchigoIchieFilm 
· 3時間 3時間前 
「エヴァンゲリオン」の監督、日本アニメの寿命はあと５年か

将来は今あるようなものはできないと指摘。人材、資金もなくなり、日本全体の状況

が何も考えずにただアニメを作るということを許すものではなくなる。

http://jp.sputniknews.com/japan/20150523/369080.html …

http://jp.sputniknews.com/japan/20150523/369080.html


（５月25日）　激睡魔と頭痛で気絶寸前。死ぬほど眠い。漫画も読めないほど眠い。

http://85358.diarynote.jp/201505251458341733/

震度５弱！

2015年5月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
激睡魔と頭痛で気絶寸前と

思ったらちょうど揺れてた。

(∋_∈)

大宮【核廃棄物貯蔵庫】

直下が震源。（；‾Д‾）

土浦【あらゆる怪しい実験場】

震度５弱…！

(・ω・;)(;・ω・)来る。

まだまだ来るッ！

ヽ（・＿・；）ノ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月25日22:52
先ほど帰投。

死ぬほど眠い。

漫画も読めないほど眠い。

(∋_∈)
…ご飯も食べずに寝ますぅ…
(∋_∈)
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（５月26日）　「2007年に日本の原発を視察した国際原子力機関（IAEA）は「日本の
原発は設計基準を超えた事故について検討していない」として、過酷な事故に対する安
全対策を十分に講じるように勧告したが

http://85358.diarynote.jp/201505261000017420/

高度に柔軟、かつ…
2015年5月26日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (4)

（承前）【比較検証！】

amaちゃんださんがリツイート 
mx @x_pq_x 
· 5月24日 
その病気はどれほどﾔﾊﾞｲのか 安倍晋三に首相は無理だ
(日刊ゲンダイ2013/7/18)
｢強迫性障害｣と週刊誌が報じた安倍首相の精神と肉体の真相

http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-9362.html …
｢強迫性障害｣｢自己愛性人格障害｣疑い

かつ、すでに崩壊している…
http://rainharuto.com/doumei/199
銀河英雄伝説マニア／アンドリュー・フォーク

…（－－＃）…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:14

amaちゃんださんがリツイート  
金子勝 @masaru_kaneko 
· 4時間 4時間前 
【口先でも偽薬２】黒田総裁は海外でも迷走。異常な金融緩和で基調的な物価上昇率が構造的に

プラスにシフトしているとし、労働力人口の減少が潜在成長力の「脅威」と語る。２０年の長い

話で当面の失敗を隠す。もう駄目ですね。いつ逃げ出すかの問題です。http://goo.gl/okX8Nk

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:18

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
「自衛隊法改定の中に「米軍等の部隊の武器等の防護」というのがあるが、なんだこれは？」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17445.html#readmore …
米軍の核兵器を自衛隊が守るということだろう

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:25

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
貴州のマンション崩壊 副市長がカメラ没収令
これだこれこれ！　これこそ中国　メンツを守るためなら真実を埋めてしまう　生きた乗客の入

った新幹線車両を埋めたように

http://jp.ntdtv.com/news/13608/%E3%80%90%E4%B8%AD%E5%9B%BD%EF%BC%91%E5%88%86%E9%96%93%E3%80%91%E8%B2%B4%E5%B7%9E%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%B4%A9%E5%A3%8A+%E5%89%AF%E5%B8%82%E9%95%B7%E3%81%8C%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E6%B2%A1%E5%8F%8E%E4%BB%A4
…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:25

amaちゃんださんがリツイート  
きっこ @kikko_no_blog 
· 5月25日 
「2007年に日本の原発を視察した国際原子力機関（IAEA）は「日本の原発は設計基準を超えた事
故について検討していない」として、過酷な事故に対する安全対策を十分に講じるように勧告し

たが、当時の安倍政権が「必要ない」として勧告に従わなかったことが分かった」とのこと。
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（５月26日）　創価学会、地獄のような後悔に苛まれる日。

http://85358.diarynote.jp/201505261054414772/

髪の毛が抜けて、湿疹が出来るのは、白血病ですよ／噴火は突

然だったというテレビの嘘／役場の観光課で火山の情報を停めて

いた／レベル４は皮膚が溶け出す状態。

2015年5月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

すいませんね。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=2BAqBUw8sVY&index=24&list=RDyLnw-TVim5Q
Shingeki no Kyojin / Attack on Titan Soundtrack Mini Mix - 進撃の巨人 OST 2013 
当分シツコク聴き続けておりますよ…っと☆

「日本海津波」が起きたら「泊原発は即死」だよ？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
埼玉の震度５弱の地震の後、

日本海で深発地震。気象庁は震度１以下なので公表せずだけど、米国は公表して

る（15時37分：震源地・日本海：マグニチュード5.1：深さ386km）　日本海で大きな
深発地震。日本は震度が出ないと公表しない 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/602862414460162048/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201505261054414772/
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間前 
箱根もさ、動物が逃げてるんだよね。

それ報道したのかな？　あと、水蒸気が出てるのも大湧谷だけじゃないしね。そうい

う所は木々が水蒸気で枯れ始めてるというのがネットでは流れてる。まぁいいけどね

。何もなければ良いんだけどさ。くれぐれも後で「政府：想定外」と言うなよと。ま

ぁどうでもいい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間前 
御嶽山の噴火は突然だったというテレビの嘘

そういう風に思い込まされてる人が多いけど、まったくの嘘です。　火山性地震が増

えてた。これは気象庁が発表していた。でもほとんど報道しなかった。それで火山性

地震が収まった数日後に噴火した

。https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/602830933578780672 …
潮風２４６

@monarisa1955 @TOHRU_HIRANO 村の住人は何日も前に動物が一斉に山から降り
て移動したと証言していましたし。役場の観光課で火山状況の変化の情報を停めて

いた。と報道されていました。

https://www.youtube.com/watch?v=iCYDVjDOl1Q&index=27&list=RDyLnw-TVim5Q
[MAD]進撃の巨人厳選BGM＆キャラ紹介ost 

Lightworker @Lightworker19 
· 52分 52分前 
第３幕として、福島第２原発でも、約2000ｔの核燃料が、主役の順番が回ってくるの
を待っている。http://bit.ly/1diAH6r

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
髪の毛が抜けて、湿疹が出来るのはもう白血病を発症してますよ。 ただし、医者に行
っても診断はしてもらえません。 白血病の診断は専門の癌病院を紹介しなければなら
ないからです。受け入れが無いので診断書が出せません。 http://amba.to/KG1hrH

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/602830933578780672
https://www.youtube.com/watch?v=iCYDVjDOl1Q&index=27&list=RDyLnw-TVim5Q
http://bit.ly/1diAH6r
http://amba.to/KG1hrH


首都圏の女子大学生、“女子農力”で風評払拭へ　福島で体験会(5/24 福島民報)
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/875.html …
いつか必ず、地獄のような後悔に苛まれる日が来る

この子らは創価学会系のようだが

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
1都12県のツバメの巣からセシウム検出　最大で何と9万ベクレル/kg　（山階鳥類研
究所）

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/869.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
【速報】川内原発１号機の再稼働、７月下旬になることが判明！九州電力が発表！２

号機も９月下旬には稼働予定！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6613.html …

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 6時間 6時間前 
奴隷であることも知らない

「家畜」たちの「家畜小屋」が

今の東京ですね。

今餌もらってれば、

あす殺されてもいいという

「家畜」たち・・・ 
https://twitter.com/k2cyan/status/602916775655682048/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
charley @charleycharley7 
· 9時間 9時間前 
＋西日本と北海道で11人。
つづき

神戸線x2
南海高野線

福岡新飯塚

福岡香椎駅

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/875.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/869.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6613.html
https://twitter.com/k2cyan/status/602916775655682048/photo/1


広島三原

札幌東豊線x2
函館本線琴似

War Is Overさんがリツイート 
charley @charleycharley7 
· 9時間 9時間前 
5月25日(月)の急病人(41人)ツイート　中部・関東・東北
つづき

東海道線x4
京急線

常磐線x2
千代田線

上野東京ライン

宇都宮線

東急田園都市線x2
東急大井町線

#急病人　＊乗務員の体調不良で電車停止あり。
＋西日本と北海道で11人。
山陽本線x2
さらに

War Is Overさんがリツイート 
charley @charleycharley7 
· 9時間 9時間前 
5月25日(月)の急病人(41人)ツイート　中部・関東・東北
西武新宿線x3
小田急線

東西線x2
南武線

京葉線

東北本線

山手線

りんかい線

西武池袋線

京浜東北線

武蔵野線x3



東急東横線x2
中央線x4
都営三田線x2
埼京線

総武線x2
横須賀線

つづく　#急病人

War Is Overさんがリツイート 
Greenpeace Japan @gpjTweet 
· 13時間 13時間前 
国産イコール安全、海外産は農薬が怖いという声をよく聞きますね。

しかし、OECDの調査では日本は単位面積あたりの農薬使用量で世界のトップクラスに
位置してします。そして、実は発達障害でも

→https://www.facebook.com/GreenpeaceJapan/posts/994283140604294 … 
https://twitter.com/gpjTweet/status/602821939984408577/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 15時間 15時間前 
東京から来た友人を検査した所、４段階の数値中、レベル２（深刻な問題）

レベル４は皮膚が溶け出す状態

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/267b5e027ea3ef527fc6261f7cfd244f …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 15時間 15時間前 
彼らは嘘をついている

『エボラ熱』というウィルスは存在せず『感染』したりなどしない

ワクチンを通してしか広がらない

赤十字から治療と注射を受けた人達だけ

エボラ熱大流行という体裁を整えるため

ワクチンを一般人に強制し続けるでしょう

　世界の裏側ニュース2014年10月21日より

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 

https://www.facebook.com/GreenpeaceJapan/posts/994283140604294
https://twitter.com/gpjTweet/status/602821939984408577/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/267b5e027ea3ef527fc6261f7cfd244f


· 16時間 16時間前 
糸島「ひなん者お話会」

PM２．５は、国産、九州産で間違いありません。
九州の産廃、セメント工場では

福島の石炭の焼却灰を受入れリサイクル。

北九州の公文書を見ると

PM２．５が昨年４月に２３０超、他の月でも１００超がよくあった。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/aed78344e2b4e9e4dd248887485b3744 …

cmk2wl @cmk2wl 
· 22時間 22時間前 
台湾の検査で 何Bqなんて、甘すぎる。
日本茶で、1000Bq/kgを超える国内流通品もあったんだよ。
氷山の一角だと思う。たまたま検出されただけという。

cmk2wl @cmk2wl 
· 22時間 22時間前 
なぜだろう。台湾の輸入規制の一件から流れが変わった。放射脳と冷やかしていた連

中も、危険側の雰囲気を漂わせはじめた。

War Is Over @kenshimada 
· 5月25日 
爪が剥がれていく症状

爪床（そうしょう）から爪甲（そうこう）が自然にはがれる。

水虫の場合が多いですが、病気としては甲状腺機能障害の可能性が。糖尿病や腎臓病

などの場合も多く見られる。

http://www.93tsukada.com/nail/nail.html 
甲状腺…

War Is Overさんがリツイート 
bonny @cutybonnybonny 
· 5月25日 
もう急病人で電車遅れなんて珍しくもない状態。

皆なんとなくおかしいと思いながらも慣れていく。

そのうち道端でバタバタと人が倒れ出しても、珍しくもなく、慣れっこになるのかな

。

もう放射能ダダ漏れの異常な事態が日常になり慣れっこで、危機感が無くなった日本

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/aed78344e2b4e9e4dd248887485b3744
http://www.93tsukada.com/nail/nail.html


人は本当に滅びつつある。

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk 
· 5月24日 
西武新宿線で3駅で急病人、都営三田線で2駅で急病人、このままいくと、もうカウン
トしきれないのでは？

neko-aii @neko_aii 
· 5月24日 
「もんじゅ」や美浜原発の

わずか数百ｍ横にも活断層が走っている

この断層、

Ｍ６.９の地震を起こす危険性がある
もんじゅも美浜原発も

この地震に耐えられるようには設計されていない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/10fefcbdb27625c1af07cc77840e9333 … 
https://twitter.com/neko_aii/status/602444452834086912/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
gonpiro @gonpiro 
· 5月24日 
@picogmgm うちの父がおったまげたことに、「フクシマは海水を注入したからチェル
ノブイリよりも被害が少なかったんだぞ。」と私にのたまいました。誰がそんなこ

とを？！と問うと「テレビ・・・」って・・げげげ嘘でしょう。。。

お♪　新しいバージョン発聴…♪
https://www.youtube.com/watch?v=01iC9CIHWSg&list=RDyLnw-TVim5Q&index=31
紅蓮の弓矢 完整版 女聲翻唱 中文字幕1080p(HD) 

兆クーるッ♪

…ミカサこわ…ッｗｗｗ

       

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/10fefcbdb27625c1af07cc77840e9333
https://twitter.com/neko_aii/status/602444452834086912/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=01iC9CIHWSg&list=RDyLnw-TVim5Q&index=31


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日15:33
０５１０

…５５５…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日20:15

amaちゃんださんがリツイート  
onodekita @onodekita 
· 3時間 3時間前 
少なくとも私は５年間、福島県の住民だった。数ヶ月かそこら住んでいたわけではない。５年も

いればいろいろと耳に入ってくる。

一番驚いたのは、当時あの地方では土葬が普通だったこと。あんまりびっくりしたら、周りから

オマエおかしいんじゃないか？といわれた。

 

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


（５月27日）　「髪の毛が抜け落ちる奇病が流行」／「ここまで知的に不誠実な政治
家が国を支配していることに恐怖を感じない国民の鈍感さに私は恐怖を感じます」。

http://85358.diarynote.jp/201505270906402597/

八丈島の島民は危ない。政権大量殺人。東京のお前もたっぷり被

曝してんだよ薄ら馬鹿／山手線の東側は物忘れや急病人、苛立つ

人が多く／警報が出ないのは、数値を操作しているからではな

いの？

2015年5月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

前項から検索続きで、なんとなく☆

https://www.youtube.com/watch?v=-39tLnuuMT4
【東方ボーカル】 絡繰りドール 【SOUND HOLIC】

これ参照で〜

http://85358.diarynote.jp/201505262127537705/

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
【速報】一ドル123円を更新！1日で2円も急激に円安方向へ！再び値上げラッシュの恐
れ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6622.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
パニックは近そうだ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/134395039.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
移住関連情報　三重　岡山　山口　高松　福岡

http://inventsolitude.sblo.jp/article/133478575.html …
三重県も木曽三川方面（北伊勢地区）はダメ！愛知県海部郡も名古屋西部もダメ

若狭原発群の事故の際、伊吹降ろしが放射能の通路として機能する

http://85358.diarynote.jp/201505270906402597/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=-39tLnuuMT4
http://85358.diarynote.jp/201505262127537705/
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6622.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/134395039.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/133478575.html


cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
2015年05月26日　八丈島(ハチジョウジマ)
高い湿度が昨日から続いている。20時間100パーセント連続。
98、99パーセントの前にも100パーセント連続。
八丈島の島民は危ない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
児童３５人が熱中症の症状　運動会の練習中　福岡

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150526-00000029-asahi-soci …
この直後に、一番近い観測局で光化学オキシダント濃度が環境基準（1時間値0.06ppm
以下）を超過している（赤字）

相も変わらず気温のせい。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/603208863924375553/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 9時間 9時間前 
劣化ウラン弾による影響の取材

新生児室

・・頭部の上半分は欠損し、脳のようなものが飛出している

口から泡を吐き荒い呼吸

肉の塊のように見える眼球は見開かれたまま

その赤ちゃんは、時々全身を痙攣させる

それでも必死に生きている

森住卓「イラク〜湾岸戦争の子どもたち」高文研より

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
今日の光化学オキシダント濃度。

これほど広範囲なのに、1時間値が0.12ppm以上にならないなんて不自然。
光化学スモッグ警報が出ないのは、数値を操作しているからではないの？

おかしい。

http://soramame.taiki.go.jp/DataHyou.php?Time=2015052614&BlockID=03 … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/603195188488450048/photo/1

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150526-00000029-asahi-soci
https://twitter.com/cmk2wl/status/603208863924375553/photo/1
http://soramame.taiki.go.jp/DataHyou.php?Time=2015052614&BlockID=03
https://twitter.com/cmk2wl/status/603195188488450048/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
この１週間で

「溶連菌」が大感染してるという報道

子供がいるなら、気をつけないと。ただ単に喉の病気ではなく、様々な病気になると

いう感染症ですよね。

理解しやすい解説 site →
http://www.shionogi.co.jp/wellness/diseases/contagion/streptococcal.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603191156067827712/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
放射線被曝症状

放射線被曝症状はつぎに述べる臨床症状に分類される．

　１．血液像症状：血球減少症，白血球減少症

　２．自律神経失調症

　３．神経・循環系失調症

　４．咽頭部障害

　５．粘液・皮膚のベータ線障害

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3c212eee4c576ac5d2932bf220e86eb5 …

火山たんさんがリツイート 
蒼い駒鳥 @aoikomadori 
· 10時間 10時間前 
ガラパゴス諸島で火山噴火、ピンクイグアナ生息地脅かす恐れ　写真3枚　国際ニュ
ース：AFPBB News http://www.afpbb.com/articles/-/3049806 … @afpbbcomさんから

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間 11時間前 
４枚のプレートの交差点

大学の教授の解説では「昨日の埼玉の大地震の震源の深さというのは、ちょうど、フ

ィリピン海プレートが沈み込む北関東付近の地震で、約90年ぶりに起こった大地震」
みたい

こんな地形に原発を５４基も造った。アホですね 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603183722343440385/photo/1

http://www.shionogi.co.jp/wellness/diseases/contagion/streptococcal.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603191156067827712/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3c212eee4c576ac5d2932bf220e86eb5
http://www.afpbb.com/articles/-/3049806
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603183722343440385/photo/1


War Is Overさんがリツイート 
義大くん @nouberunomae 
· 13時間 13時間前 
みんなは本当の所、喉が痛いのも口内炎が出来やすくなったのも、鼻血が出やすい

のも、疲れやすいのも、熱中症が多いのも、急病人がいて電車が遅延する事が最近多

くなったのも、放射能のせいだと分かっているが、だからと言って個人ではどうする

事も出来ないから、知らないふりをしてるのかな？

War Is Overさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml 
· 14時間 14時間前 
都内の電車は急病人でしょっちゅう止まるようになり

耳から　眼から　出血　　血ぃ吐いてぶっ倒れる人間が出てきてもマダ

被曝はガン無視

オノレも被曝しているという自覚のない偽善者が

福島の被曝者を差別するなと言う　　

東京のお前もたっぷり被曝してんだよ薄ら馬鹿　　っていう。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 15 時間 15 時間前 
東京都光化学スモッグ

17時15分、新たに杉並区方面も「光化学スモッグ：学校情報」が発令されました。光
化学スモッグの被害を受けた場合は保健所に連絡してください」と注意を呼びかけて

ます。http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603114316724731904/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
スガちゃんマン @viento_yutaka 
· 20時間 20時間前 
@sockskurogohan 
知らんぷりの人が多いのが東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・群馬・山梨…
特に、山手線の東側は物忘れや急病人、苛立つ人が多く感じる山今日この頃…

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk 
· 20時間 20時間前 
【運転士が急病人に】運転士が熱中症？緊急停止　東海道線４３００人に影響:社会:中

http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603114316724731904/photo/1
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015052690085634.html


日新聞(CHUNICHI Web) http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015052690085634.html …

https://www.youtube.com/watch?v=a4ZYYkZflyQ
【東方ボーカル】 夕焼けコンポート 【Color&Color】

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
【驚き】市議選でまさかの当選者変更が決定！再点検で無効票の束の中から有効票が

発見される！小林丈人氏の当選を無効に

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6616.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
「想定外」を一蹴 ＩＡＥＡ報告書 「国際慣行に従わず」批判 /　ウィーン発共同電（
解説続報）を掲載　/　「勧告した安全評価を十分実施しなかった」　/　★　この
大ニュースを報じたのは、東京新聞のほか、中国新聞など、ごく一部

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-bb46.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
〔内田樹さん〕◆　「ここまで知的に不誠実な政治家が国を支配していることに恐怖

を感じない国民の鈍感さに私は恐怖を感じます」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-182f.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
〔森村誠一さん〕◆　「いまの政権は、大量殺人を犯そうとしている」/　作家の森村
誠一（東京都　８２歳）は、新聞の「声」欄に、こんな投書をしていた

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-d153.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
自衛隊の活動はどこまで拡大するか／NHKスペシャル
http://no-nukes.blog.jp/archives/8189874.html …

https://www.youtube.com/watch?v=a4ZYYkZflyQ
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6616.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-bb46.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-182f.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-d153.html#more
http://no-nukes.blog.jp/archives/8189874.html


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
なぜ、被曝についての認識が、ひどく甘すぎる医師ばかりがいるのか理由が分かるだ

ろうか？

それは、レントゲン撮影や放射線治療が普及し、本当は危険なのに「何の影響もない

、安全である」と絶えず関連企業が洗脳してきたからだ

1990年以降、被曝医学がカリキュラムから追放された事情も大きい

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
今日の国会

本来なら、テレビやラジオの全局が、ノーカットで生放送しても、良いぐらいの国民

にとっては、歴史的に大変、重要な内容ですよね。　これを生放送しない。国民へ「

全貌」を知らせない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150526-00000036-mai-pol … 

火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
火山たんさんがリツイートしました 火山たん
国交相「箱根山」表記変更検討 - NHK 首都圏 NEWS WEB
http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20150526/5040212.html …
この件に関して、改めて反対だという事を言っておくね。観光への影響を少なくした

いために表記を変えるなんて…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
チェルノブイリ原発事故後には

様々な奇病が増え、当時の日本のメディアは報道していた

「ウクライナの子供の髪の毛が抜け落ちる奇病が流行。」　←こういうのを、当時日

本でも、頻繁に報道していた。「放射能は怖いですよ」と報道していた。

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 14時間 14時間前 
@tokaiamada 【安保法制】　NHKニュース（電子版）が「自衛隊員が戦死してもやむ
を得ない」プロパガンダを開始したように思える

　http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150526/k10010092521000.html …　戦争遂行のた

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150526-00000036-mai-pol
http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20150526/5040212.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150526/k10010092521000.html
http://goo.gl/KtHJ


めの国策プロパガンダ　http://goo.gl/KtHJ

War Is Overさんがリツイート 
藤原妹子(改) @8bLz2mF19ClySlr 
· 5月24日 
「石破さんは戦場に行くんですか？」と聞かれて「何故私が行かなきゃならないんで

すか？」と返す石破氏の正直さ。さらに「上には上のやる事がある」と続けた石破氏

。そうですね、上のやるべき事は国民を戦争に行かせないですむような政治をする事

ですよ。あと自分の事、上って思ってるんですな。

https://www.youtube.com/watch?v=rSDYtMYEhME
Fujita Maiko (藤田麻衣子) - Sakura (サクラ)
 

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


（５月27日）　「今にも死にそうな」健康状態の人たちはまとめて強制退職にされた
。

http://85358.diarynote.jp/201505271601478828/

致死率１０％？ (・_・;)
2015年5月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

ここは札幌だし、つい先日、

「今にも死にそうな」健康状態の人たちはまとめて強制退職にされたばかりなのに…
(-"-;)

５０人ほどのフロア内に、

余命半年切った「半生死体」が

５人くらいいる…
(∋_∈)

もはや絶滅危惧種たな、

ジャップ！　(ノ-o-)ノ　┫
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日23:10
 
ハンニバル

@sockskurogohan みんな知ってるんだよね？理解してるんだよね？
東電福島第一原発事故から４年も経つのに、

いまだに放射線は漏れ続けていて、

もうすでに、１００人を超える子供たちの首に手術痕が付いちゃって、

http://85358.diarynote.jp/201505271601478828/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505271601478828/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


最近では急病人も増えちゃって、

これからも増え続けるだろう事を。

 



（５月27日）　睡眠浅く何度も何度も目が覚める。早く逃げないと。被曝症状。

http://85358.diarynote.jp/201505280040144325/

寒気がして咳が出る風邪と同じ症状に免疫力が

ないので弱って死んでいく…白血病。高齢じゃ
なくてもバタバタ死ぬ。

2015年5月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（承前？）

https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4
Carl Orff - O Fortuna ~ Carmina Burana 

…現実は妄想より奇態なり…★

neko-aii @neko_aii 
· 39 分 39 分前 
（長崎原爆）

白血病は、はじめに寒気がして咳が出るなど

風邪と同じ症状になり

免疫力がないのでそのまま弱って死んでいく

http://85358.diarynote.jp/201505280040144325/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150528/85358_201505280040144325_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150528/85358_201505280040144325_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150528/85358_201505280040144325_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4


だれも放射能の影響とは思わないので

当時は肺炎と診断

同級生も次々死んでいって

明日は我が身の心境だった

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2963928415b2a4cd236aa0b7da34b7cc …

neko-aiiさんがリツイート 
beramama @berama96hahades 
· 2時間 2時間前 
＜汚染パン＞ヤマザキパンから高放射線！検証した噂の動画0.55〜0.71μSv/h。千葉県
松戸市の工場で生産。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2b16f22603c0e4958db4d7f013e3b4b6 … @neko_aiiさん
から

War Is Overさんがリツイート 
onodekita @onodekita 
· 5時間 5時間前 
2015/05/25保険医新聞 飯舘村で白斑のあるツバメ、５万３０００ベクレルの巣。
知っている医師は知ってる 

amaちゃんださんがリツイート 
ぴよんぬ @haiirock 
· 5 時間 5 時間前 
@tokaiamada 久留米でも夜中に鶏が騒いでいました。

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk 
· 6時間 6時間前 
"データを公表できない「不都合な真実」があるのではないかと……”
４月２３日から更新が止まっている富士山データ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=303966 …

火山たんさんがリツイート 
UHBニュース公式アカウント @uhbnews_uhb 
· 6時間 6時間前 
オホーツクの小清水町美和の

国道３３４号線できのう午後

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2963928415b2a4cd236aa0b7da34b7cc
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2b16f22603c0e4958db4d7f013e3b4b6
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303966


幅４０㎝長さ５０㎝の

穴が見つかりました

穴は幅５ｍ長さ５ｍ、

深い所で８ｍの空洞になっていました。

北海道開発局が国道を

一部通行止めにして復旧作業中です

提供北海道開発局 

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
福島市森合字中谷地で PM2.5が高濃度です。
注意喚起レベルを大幅に超過して 133μg/m3 
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=07201200 
https://twitter.com/cmk2wl/status/603480971699048448/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
空色ヤスミン @FeiJasmineneco3 
· 9時間 9時間前 
@cmk2wl 5月27日朝日新聞朝刊から 北九州市は26日門司区の小学校で児童30人と職員
2人の計32人が感染性胃腸炎の集団感染とみられる症状が出たと発表←最初に児童が嘔
吐した22日12:00頃から25日まで市内各地で光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ濃度が上昇 基準値超えが続
いていました

Lightworker @Lightworker19 
· 14時間 14時間前 
被曝症状が酷くなって来た。早く逃げないと見えない火に焼き殺される。睡眠浅く何

度も何度も目が覚める。こんなに具合が悪くなるとは思わなかった。移転は5月半ばを
考え準備を整えているが、こうなるともっと早くしたほうがよかった。お金が無くて

、思うように準備が進められなかった。嘘つき政府死ね

https://www.youtube.com/watch?list=PL7FE9B2B6BDB6AAD4&v=6QSqihOEU58
Yanni - Reason For Rainbows 

特務機関NERV @UN_NERV 
· 3 時間 3 時間前 

http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=07201200
https://twitter.com/cmk2wl/status/603480971699048448/photo/1
https://www.youtube.com/watch?list=PL7FE9B2B6BDB6AAD4&v=6QSqihOEU58


【海外派遣の自衛官５４人自殺 インド洋、イラクで活動】
防衛省は２７日の衆院平和安全法制特別委員会で、特別措置法に基づきインド洋やイ

ラクに派遣された自衛官のうち５４人が自殺していたことを明らかにした。

nerv.link/MQisjE

War Is Over @kenshimada 
· 4時間 4時間前 
NHKによると、どうやら日本は超高齢化社会をすっ飛ばして、「多死社会」に移行す
るということらしい。高齢じゃなくてもバタバタ死ぬ社会への布石作り。

https://twitter.com/kenshimada/status/500800575525498880/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
【拡散】浪江町の避難民、過半数は急性症状で死亡　http://bit.ly/QV0ovI

amaちゃんださんがリツイート 
ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku 
· 9時間 9時間前 
児童期における放射線被曝は、その線量によっては、成人してからの知覚低下や、統

合失調症をふくむ精神障害をおこす可能性がある。

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto 
· 13時間 13時間前 
元原発技術者・平井憲夫さん

「厚い鉄でできた原子炉も大量の放射能をあびると

ボロボロになるんです。

だから、最初、耐用年数は十年だと言っていて、

十年で廃炉、解体する予定でいました。」

⇒ http://amba.to/1yUWyIC

cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker 
· 18時間 18時間前 
@cmk2wl 　私も熱中症という言葉を使用し始めていることが怪しい汚染実態の隠蔽だ
と感じています。首都圏での交通機関で倒れる人の増加や学校で倒れる児童生徒も皆

、熱中症にされてしまう。汚染実態の隠蔽に都合良く使われるので騙されないように

しましょう！　#熱中症　#汚染実態の隠蔽

https://twitter.com/kenshimada/status/500800575525498880/photo/1
http://bit.ly/QV0ovI
http://amba.to/1yUWyIC


amaちゃんださんがリツイート 
金子勝 @masaru_kaneko 
· 22時間 22時間前 
【田中の解任を】昨日、またメディアは報じなかったが、平成２５年の福島第一原発

のカバー撤去で飛散したダストと、南相馬のコメ汚染の元素が非常に類似していると

のデータを農水省が公表。これで田中俊一原子力規制委員長はアイヒマンぶりが実証

された。http://goo.gl/clyWd3

https://www.youtube.com/watch?v=4FHpmn-KYec
A time for us Romeo and Juliet 1968 

https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0
2 Hours of Dark Music
 

http://goo.gl/clyWd3
https://www.youtube.com/watch?v=4FHpmn-KYec
https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0


（５月28日）　デマデマだと工作員が大騒ぎするツイートほど真実に近いツイートだ
。なぜデマデマと工作員が大騒ぎするのか。それは広まって欲しくない ＝ 真実だか
らだ！／生存は保障しない。海外か遠くに逃げろ

http://85358.diarynote.jp/201505281005035186/

被曝最前線／東葛飾で何が起きているか。

【福島県産米の６割が県外で販売されてい

ます】。

2015年5月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

余談ですが前項のタイトルはもちろんこれですｗ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E6%B2%B3%E8%8B%B1%E9%9B%84%E4%BC%9D%E8%AA%AC

おまけでＢＧＭ？追加ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=u_q2T2UtHD8
TIGER&BUNNY MAD　【ミッシングリンク】 

https://www.youtube.com/watch?v=O3FNtTo6kuw
TIGER&BUNNY ED　星のすみか　full 

https://www.youtube.com/watch?v=mAEPs2PvyrQ
Lia - Doll 

amaちゃんださんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201505281005035186/
http://85358.diarynote.jp/201505281005035186/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150528/85358_201505281005035186_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150528/85358_201505281005035186_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150528/85358_201505281005035186_3.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E6%B2%B3%E8%8B%B1%E9%9B%84%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://www.youtube.com/watch?v=u_q2T2UtHD8
https://www.youtube.com/watch?v=O3FNtTo6kuw
https://www.youtube.com/watch?v=mAEPs2PvyrQ


junko @junko_in_sappro 
· 4時間 4時間前 
みんなごめんね！４月から５月約５０倍上昇　３号機原子炉建屋上部②

（原子炉上南西側 
http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2602.html …
4/7が約５ベクレル/ｍ3で、5/14が２３０ベクレル/ｍ3で、約５０倍

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
アメダスのリアルタイム

2015年 5月 28日 03時 00分 (JST)
関東に東電福島原発からの風が吹いています。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/603663176350179328/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
「熊谷」にストロンチウムが大量に来てる 　http://bit.ly/1b5WwBm

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
沖縄の空間線量が異常に上昇しています。珍しい。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/603661326364372992/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
ヒートショック（熱中症）でなく、ケミカルショック（化学症）と言いましょう。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6 時間 6 時間前 
28日02時42分
震源地（大阪：住吉区）（マグニチュード3.6　深さ10km：気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150528024705495-280242.html …）
正確な震源は（北緯34.6度、東経135.5度）　住吉消防署の近く 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603625730820481024/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
28日02時42分
震源地（大阪：住吉区 　マグニチュード3.6　地震の深さ10km）
気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150528024705495-280242.html … 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603620911128977408/photo/1

War Is Overさんがリツイート 

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2602.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/603663176350179328/photo/1
http://bit.ly/1b5WwBm
https://twitter.com/cmk2wl/status/603661326364372992/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150528024705495-280242.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603625730820481024/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150528024705495-280242.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603620911128977408/photo/1


北濱幹也 @kitahamamikiya 
· 8時間 8時間前 
【福島県産米の６割が県外で販売されています】

■流通量１位は東京

■岩手産を８割混ぜといて「神戸育ち」という銘柄で売るＪＡ

詳細→

http://matome.naver.jp/odai/2141666673861766901 … 

War Is Overさんがリツイート 
まさかりナッツ @masakarinuts 
· 9時間 9時間前 
酔っぱらいでなく道で倒れてる人を今年3回ほど見ました"@raburadoru3: 東京によく行
く知り合いが「電車が急病人で度々止まるようになってる。もう、あなたの言うこと

を聞いて東京やディズニーランドに行くのやめるわ。」と、この冬に言ってた。よう

やく分かってくれて安心している。"

War Is Overさんがリツイート 
零からのKIBOU @zerokaranokibou 
· 12時間 12時間前 
ホットスポットを見直せば、急病人の発生率の裏付けになる。

http://matome.naver.jp/m/odai/2133225894966680901 …

cmk2wlさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon 
· 13時間 13時間前 
@cmk2wl サウナに何十分も入っても倒れないし、倒れても点滴すれば大抵助かるのに
、夏場に１０~１５分車内にいた子どもが死んでしまうのは、実は車内のプラスチック
などから難燃剤や可塑剤などが揮発してガス室と化しているから。　

有毒ガスで亡くなるのだとある専門家に聞きました。

War Is Overさんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears 
· 5月26日 
2015年05月25日
被曝最前線　

東葛飾で何が起きているか　1
http://inventsolitude.sblo.jp/s/article/133844167.html …
…電車の中、駅のホームで急病人や倒れる方が増加していますから、いずれ路上でも
と心配していましたが、現実のものとなりました…
　ずくなしの冷や水さん

cmk2wlさんがリツイート 
BQN @BQN_2015 

http://matome.naver.jp/odai/2141666673861766901
http://matome.naver.jp/m/odai/2133225894966680901
http://inventsolitude.sblo.jp/s/article/133844167.html


· 5月21日 
@cmk2wl 車の「サビ」が尋常じゃないって話を事故後も福島市に住んでる方に聞いた
ことがあります。カビもサビも増えると...。

cmk2wlさんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove 
· 4月5日 
すでに三陸のわかめの茎は干して飼料肥料に。魚粉は人間用と全国の飼料肥料に。牛

骨粉は豚の飼料になり更に養殖用魚飼料への検討も。福島の汚泥は全国のセメントに

混ぜて出回っている。福島に積み上げられた除染土は全国の農業用土として拡散さ

れる。ソースは農林水産省HP

https://www.youtube.com/watch?v=NSB5prAelVQ
バーナビー・ブルックスJr.『POWER OF JUSTICE』

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear 
· 26 分 26 分前 
双子の兄を格闘訓練で亡くした元自衛隊員・島袋恵祐さん(28)「兄が訓練中に殺され
た後、防衛省に資料の開示を求めたが、資料は兄の名前まで黒塗り。都合の悪いこと

は一切隠し、人の命を軽視する姿勢は許されない。そんな政府が戦争法案を成立させ

た場合、自衛隊員の命がどう扱われるのか心配」

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
デマデマだと工作員が大騒ぎするツイートほど真実に近いツイートだ。なぜデマデマ

と工作員が大騒ぎするのか。それは広まって欲しくない ＝ 真実だからだ！！

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
「最大のリスクは安倍サンが最高指揮官だってことぢゃないか：山口一臣氏」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/17459.html#readmore …

amaちゃんださんがリツイート 
山本太郎事務所・広報 @taro_koho 
· 14時間 14時間前 
えっ！携帯電話番号とクレジット番号は個人情報ではない？！

2015.5.26内閣委員会の動画、未定稿UPいたしました。
http://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/4269 …

https://www.youtube.com/watch?v=NSB5prAelVQ
http://sun.ap.teacup.com/souun/17459.html#readmore
http://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/4269


https://www.youtube.com/watch?v=GTrXMuyHDf4
「TIGER＆BUNNY」Happy Birthday to Me, to Us 

Lightworker @Lightworker19 
· 1 時間 1 時間前 
「今の政府の言う事を信用するな。数値は本当じゃない。都内でも十五歳以下の生存

は保障しない。海外か遠くに逃げろ。静岡くらいまでは危ない」元総理とも懇意にし

ている親戚の話に、僕の知人は困惑していました。http://bit.ly/UnVu9x

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
移住関連情報　三重　岡山　山口　高松　瀬戸内　福岡　九州

http://inventsolitude.sblo.jp/article/133478575.html …
東海アマが移住適地を示せない理由は、時間の問題で韓国中国の原発が巨大事故を引

き起こすのが確実と思われてるからで、冬型気圧配置だった場合、太平洋側も危険な

地域がたくさんある

迷える者は、南米ウルグアイへ行け…！

https://www.youtube.com/watch?v=b1ldZ2dzlV8
Lia - Human
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GTrXMuyHDf4
http://bit.ly/UnVu9x
http://inventsolitude.sblo.jp/article/133478575.html
https://www.youtube.com/watch?v=b1ldZ2dzlV8


（５月28日）　物忘れ、怒りっぽく、すぐにカッとくる。／単なる老化というより、
被曝による脳の（海馬萎縮）。

http://85358.diarynote.jp/201505290001217198/

炭疽菌を誤送付／抗癌剤は発癌性物質のマスタ

ードガスから作られていた…被曝による脳の器
質障害（海馬萎縮）を疑った方がよい。

2015年5月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=LMpY4t7Bpd4
Até o Amanhecer - Banda Fatale 

火山たんさんがリツイート 
科学ニュース @science_jp 
· 4時間 4時間前 
御嶽山噴火:噴石は時速540キロ 富士山科学研試算 （毎日新聞） http://bit.ly/1GFXVjr

地震マップ @eq_map 
· 6 時間 6 時間前 
【M2.6】津軽海峡 深さ1.5km 2015/05/28 17:34:20 http://j.mp/1FEGMnY

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.6】弟子屈付近 深さ142.2km 2015/05/28 13:57:16
(G)http://j.mp/1FPxlUf (Y)http://j.mp/1FPxlUh

火山たん @volcano_tan 
· 11時間 11時間前 
【火山紹介】北海道の東部にある屈斜路湖は、大きさが日本最大の屈斜路カルデラに

あるカルデラ湖だよ。約12万年前の大噴火では、火山灰が札幌あたりまで到達したん
だよ。現在はカルデラの中の南東部にアトサヌプリという火山が出現して活動してい

るんだよ。

火山たん @volcano_tan 
· 12時間 12時間前 
【火山紹介】北海道の中央にある大雪山は、旭岳や白雲岳などの火山群の名前なん

だよ。中心部には御鉢平という3万年前の大噴火で形成されたカルデラがあるんだよ。
ちなみに、この御鉢平には有毒温泉という火山ガスと共に湧く温泉があるんだよ。

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M2.9】根室地方 深さ78.9km 2015/05/28 10:37:46
(G)http://j.mp/1GF4Yc2 (Y)http://j.mp/1Av0bZJ

https://www.youtube.com/watch?v=McsGUlCk1-w
Outro Lado - Fatale 

cmk2wl @cmk2wl 
· 3 時間 3 時間前 
クロマグロなどの謎の大量死があった葛西臨海水族園で、マグロの群泳復活に向け２

２日に追加したスマ２９匹のうち１２匹が２８日までに相次いで死んでいたことが

わかった。http://www.asahi.com/articles/ASH5X40Z6H5XUTIL00L.html …
八丈島沖の海水が原因でしょ。飼育員は要因の切り分けができないの。

http://85358.diarynote.jp/201505290001217198/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150529/85358_201505290001217198_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150529/85358_201505290001217198_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150529/85358_201505290001217198_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LMpY4t7Bpd4
http://bit.ly/1GFXVjr
http://j.mp/1FEGMnY
http://j.mp/1FPxlUf
http://j.mp/1FPxlUh
http://j.mp/1GF4Yc2
http://j.mp/1Av0bZJ
https://www.youtube.com/watch?v=McsGUlCk1-w
http://www.asahi.com/articles/ASH5X40Z6H5XUTIL00L.html


War Is Over @kenshimada 
· 4 時間 4 時間前 
オムロン「最近、3〜40代の女性アナウンサーやタレントの脳梗塞が相次いで報告され
ています」http://matome.naver.jp/odai/2140725229965932201 …　からだの片側の
麻痺、しびれ、脱力、感覚がにぶい、ろれつが回らない、言葉が出てこない、視覚障

害

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
今朝、友人から小岩の電車内でケンカをしてる中年がいたとのメールが入った

小岩は高濃度汚染地域、そこに住めば次第に脳が犯される

精神症状としては、物忘れ、抜け落ち、怒りっぽく檄昂しやすい

すぐにカッとくるのは糖尿病の悪化

チェルノブイリではストロンチウム汚染によって糖尿病が激増した

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
あなたの思考に「抜け落ち」の頻度が増したことを自覚させられるとき

信号を確認したつもりなのに無視してしまったとき

コンビニで何を買うのか忘れてしまったとき

単なる老化というより、被曝による脳の器質障害（海馬萎縮）を疑った方がよい

チェルノでも五年後に一斉に出てきた

事故の洪水に

amaちゃんださんがリツイート 
鈴木　耕 @kou_1970 
· 10時間 10時間前 
国会審議、なんとも異常な光景。やたらと手を挙げる安倍首相。自分は聞かれてもい

ないのに、立ち上がってしゃべろうとする。辻元議員も呆れて「総理、ちょっと落ち

着いて下さいよ」とたしなめるが言うことを聞かない。なんだか学級崩壊のような…
。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 11時間 11時間前 
世田谷で半月タオルを干したらキロ15ベクレル
http://www.bq-
check.jp/2012/06/13/%E5%A4%96%E5%B9%B2%E3%81%97%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0-
%E3%81%AA%E3%81%9C/ …
葛飾でタオルを半年干したらキロ215ベクレル
http://geiger.grupo.jp/blog/592485 
これが、あなたの肺にも同じように吸着してるんだ

病気が治るはずがないだろ！

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 12時間 12時間前 
名無し：05/28 11:44
今井雅之さん死去 大腸がん、容体急変…５４歳
名無し：05/28 12:01
ドブさらいのボランティアやったそうだ。…ボランティアで福島行くのは危険です
とちゃんと事実を知らせていれば余計な死者を出さずに…

https://www.youtube.com/watch?v=suUtJxccoaU
Thomas Bergersen - Femme Fatale 

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
STB @RC_StB 
· 7 時間 7 時間前 
今井雅之が大腸癌か かなり重症な思想の持ち主だったが、軍産カルト核マフィアに共
鳴して本気で核汚染食品食べてたりしたのかな？ 使い捨てたのだとしたら、核マフィ
アはやがて人材不足で広告塔を皆失うだろう

amaちゃんださんがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 
· 11時間 11時間前 
なんと抗癌剤は本当に発癌性物質のマスタードガスから作られていた。シクロホスフ

ァミドとマスタードガスの化学式の配列を見比べたら、シクロホスファミドはマスタ

ードガスに殺虫剤や農薬や神経ガスに使うPのリンを付け足したものであであり、シク
ロホスファミドの致死量は1500mg。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 13時間 13時間前 
１００％ありえない「誤送付」

米軍研究所が生きた炭疽菌を誤送付、米国内や在韓基地に

http://matome.naver.jp/odai/2140725229965932201
http://www.bq-check.jp/2012/06/13/%E5%A4%96%E5%B9%B2%E3%81%97%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0-%E3%81%AA%E3%81%9C/
http://geiger.grupo.jp/blog/592485
https://www.youtube.com/watch?v=suUtJxccoaU


http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0OD02D20150528 … … 
核攻撃の誤命令よりリスクは、はるかに小さいはず

https://www.youtube.com/watch?v=Do0bfNcu-FE
[Nightcore] Fate/Stay Night Unlimited Blade Works ED FULL - Believe
 

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0OD02D20150528
https://www.youtube.com/watch?v=Do0bfNcu-FE


（５月30日）　おかしなところにコメント炎上している。

http://85358.diarynote.jp/201505300528554869/

消えたし！（＞＜ｐ）！

2015年5月30日 日常 コメント (1)
　

１時間５分がかりの画面が全部消えた〜ッ（号泣★）

…を、復元作業のため某所バックアップを開けたら、

おかしなところにコメント炎上しているのを発見したので、よしとしよう…ｗ
http://85358.diarynote.jp/200910202045326939
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日5:34
…うわ〜ん…（＞＜ｐ）

完全に消えてて、復元できないし…ッ★
 

http://85358.diarynote.jp/201505300528554869/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
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（５月30日）　札幌も熱中症が出る勢いで異常高温です。(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201505300903521660/

逃げろよ！群馬県みなかみ町…!!
2015年5月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

https://www.youtube.com/watch?v=EHrC2CT97Zg
『レクイエム』より「怒りの日」／ヴェルディ 

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
（中の人）

きょうからJR仙石線が全線で運転再開ですね。４年２ヶ月、待ってました。
JR仙石線は、このあと午前５時１分にあおば通駅から下り列車が出発する予定です。
〈復興への響き 仙石線、あす全線運行再開 ４年２カ月ぶり〉
http://nerv.link/8EhVov

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
噴火警戒レベルを制定してから、

初めて、最高レベルの「噴火警戒レベル５＝ただちに避難しろ」という噴火。それほ

ど「やばい噴火」だと判断してるんですね。気象庁は。ただ問題なのは、レベル５に

したら、島民は、何ヶ月も島には帰れないと言うこと。気の身、気のままで避難して

http://85358.diarynote.jp/201505300903521660/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505300903521660/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150530/85358_201505300903521660_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150530/85358_201505300903521660_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150530/85358_201505300903521660_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EHrC2CT97Zg
http://nerv.link/8EhVov


るので、大変です

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【各地の震度 2015年5月30日】
震度4：
[群馬県]桐生市元宿町
http://zish.in/quake/4.1/556890a889da84e27b00008d.png …

火山たん @volcano_tan · 14時間14時間前 
Reading:鹿児島・口永良部島で爆発的噴火 警戒レベル５　NHKニュース
http://nhk.jp/N4JU4Ecf

火山たん @volcano_tan · 14時間14時間前 
大規模な噴火って山体を吹き飛ばしたり火山灰を舞い上げたりしてとてつもないエネ

ルギーが放出されているってのが分かるよね。けど、そのエネルギーの大部分は熱と

しての放出らしいんだよ。噴煙が舞い上がるのも、温度が高くて周りの空気より比重

が軽いからなんだよ。

火山たんさんがリツイート 
黒沢大陸 @k_tairiku · 17時間17時間前 
口永良部島の噴火をキャッチした新気象衛星「ひまわり８号」による画像が気象庁サ

イトにアップされた。さすがに高解像度 http://www.jma-
net.go.jp/sat/data/web89/himawari8_sample_data.html …

火山たんさんがリツイート 
げんぞー@永遠の古楽初心者 @kerberos7bwv · 18時間18時間前 
そうか、午前10時頃噴火して、午後3時にようやく島外避難だから、島の人たちはろく
お昼を食べる暇もなかったんだ…。

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 18時間18時間前 
・0959.39　噴火開始、500メートルジェット
・1000.58　火砕流が海まで(79秒）、噴煙上昇開始

http://zish.in/quake/4.1/556890a889da84e27b00008d.png
http://nhk.jp/N4JU4Ecf
http://www.jma-net.go.jp/sat/data/web89/himawari8_sample_data.html


・1005から1025まで気象レーダーに噴煙エコー（25分間）
・噴煙の高さ9キロ
・火山灰15万トン、屋久島降灰
http://togetter.com/li/827867

火山たん @volcano_tan · 21時間21時間前 
今回は噴火から10分以内に噴火警戒レベルを5にしたね。噴火予知が難しい現状では、
やれる範囲で精一杯やったという感じかな。

https://www.youtube.com/watch?v=hqDIS8gJsKI
モーツァルト《レクイエム》〜キリエ　カラヤン指揮／ベルリン・フィル 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日9:04
０５１１００１．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日10:21
札幌も熱中症が出る勢いで

異常高温です。(∋_∈)

でも線量は低い。(^_^)v
水質もだいぶ復旧しました。

o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日10:36
紀伊半島が

大穴ダークホースで危険地帯。

http://togetter.com/li/827867
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ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日21:29
なんだこりゃ！（；‾Д‾）！
神奈川県二ノ宮町が震度５弱？

…とりあえず神奈川県平塚市にある我が亡父の墓が
倒壊している疑惑…。
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日23:03
０５１１０７７．

ｗ（＾＾；）ｗ
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（５月30日）　寝ても寝ても眠い。放射能を集めるキノコたちがどんどん巨大化する
。それを喜んで買っていく外国の食品メーカー。

http://85358.diarynote.jp/201505310022462676/

古里原発2号機で煙／ヘタレてる場合じゃない 。
2015年5月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=FXPwYpRE05k
CaptivAte 〜裁き〜(Sublime Techno Mix) Beatmania IIDX 17 SIRIUS 

逃げろよ！群馬県みなかみ町…!!
2015年5月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

逃げろよ！群馬県みなかみ町…!!
逃げろよ！群馬県みなかみ町…!!
逃げろよ！群馬県みなかみ町…!!

https://www.youtube.com/watch?v=EHrC2CT97Zg
『レクイエム』より「怒りの日」／ヴェルディ

…だから言ったじゃないの…？
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…だから言ったじゃないの…？
…（〜〜；）…
https://www.youtube.com/watch?v=3twDbPYYaFk
CaptivAte〜裁き〜 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日21:29
なんだこりゃ！（；‾Д‾）！
神奈川県二ノ宮町が震度５弱？

…とりあえず神奈川県平塚市にある我が亡父の墓が
倒壊している疑惑…。
(・ω・;)(;・ω・)

https://www.youtube.com/watch?v=TbRZgqZ0sgs
煌 灼熱の裁き 

ちなみにまだ神奈川の弟（with母）と千葉の姉、連絡がとれていません。
…|||（＾＾；）|||…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 分1 分前 
鈍感な人だと意味不明だと思うけど

この地震は（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150530203436395-302024.html …）　気
をつけた方が良いと思う。かなり異常な地震ですからね。全ての条件が。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/604658241298001920/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 34分34分前 
横浜のランドマークのエレベーターで、今も人が閉じ込められてるみたいね

あの程度の揺れだよね。横浜は震度３だけど、今日の地震は「長周期振動」も観測さ

れてるから、すごくゆっくりの揺れが、エレベーターをダメにしたんだろうね「今ま

では、大丈夫だったので。」は通用しない事が証明されてるね

特務機関NERV @UN_NERV · 40分40分前 
【エレベータ停止６０００件の通報】

三菱電機ビルテクノサービスによりますと、午後１０時半現在、地震の影響で関東近

郊では東京都内を中心にエレベーターが停止したという情報が、合わせておよそ６０

００件寄せられているということです。

http://nerv.link/RgDWxm

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 58分58分前 

https://www.youtube.com/watch?v=3twDbPYYaFk
https://www.youtube.com/watch?v=TbRZgqZ0sgs
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150530203436395-302024.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/604658241298001920/photo/1
http://nerv.link/RgDWxm


気象庁が、この数ヶ月に何度の緊急会見してるか？　

今も、今日の巨大地震の会見をやってるけど、こんなに頻繁に気象庁が緊急会見をや

るのは、僕の経験では初めてのこと。地震も火山も、かなり異常な状態なのだという

のがわかりますね。ほんと気をつけた方がいいです。あぶないと思う。

火山たん @volcano_tan · 1時間1時間前 
電車がまったく動かないんだよ…

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【展望台１６０人取り残される】

横浜市にある高さ２９６メートルの横浜ランドマークタワーの展望台によりますと、

地震の影響で地上と展望台とをつなぐ２本のエレベーターが停止し、展望台にいる客

およそ１６０人が取り残されているということです。

http://nerv.link/j7axAP

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M8.5】BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 696.0km 2015/05/30 20:23:00
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JeojRN (USGS)http://j.mp/1AAl063

火山たんさんがリツイート 
＊ながこみ＊ @NAGAKOMI · 3時間3時間前 
糸魚川静岡構造線の東西で揺れが違うしおもしろい。それと沖積平野だけ揺れが強い 
https://twitter.com/NAGAKOMI/status/604616444291080192/photo/1

火山たんさんがリツイート 
春姐(*_*) @akifuyukirai · 6時間6時間前 
富士山大噴火、日本沈没のＸデー http://ironna.jp/theme/257 
考えたくはないけど考えないといけない問題

#地震 #噴火 #火山 #天災

　＞糸魚川静岡構造線の東西で揺れが違うしおもしろい

これは実はものすごく恐ろしい事実を示唆しているんですけどね。

（－－；）

いったい何人が、気がついているのかなぁ…？

https://www.youtube.com/watch?v=Hla6sAJ7lQs

http://nerv.link/j7axAP
http://j.mp/1JeojRN
http://j.mp/1AAl063
https://twitter.com/NAGAKOMI/status/604616444291080192/photo/1
http://ironna.jp/theme/257
https://www.youtube.com/watch?v=Hla6sAJ7lQs


Makai Kingdom OST: Sabat 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012/06/11
福島第一原発から３３３キロ離れた伊豆大島で、

国の基準を超える放射性物質が検出され、出荷自粛

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e06d445e1f4d233cd49fb4c37f1dd45e … 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
チェルノブイリでの疾病調査に関わった専門家

「チェルノブイリにも『鉄の味』や『鉄の臭い』話す人が多かった」

もっとも顕著だったのは「鉄の味がする水を飲んだ」という経験談

この経験をした人の８７％は、被曝によるとみられる疾病を発症

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514 …

War Is Overさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 12時間12時間前 
めいちゃんさんがリツイートしました エム（Behind the Days）
あれ？　このあたりの年、立ち読みしてたり、電車に乗ってたりで急に頭から血の気

が引いて唇が冷たくなって立っていられなくなり、すごい下痢をすることが何度かあ

って、急行とか乗るのが怖かった。

きっと今の急病人と同じだね、、、 
　War Is Overさんがリツイート 
　 エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 5月29日 
　スリーマイル島（1979）、敦賀（1981）、チェルノブイリ（1986）？ →【原因不
明の病気「川崎病」、４歳以下の罹患率最高に　１９８６年に全国規模の流行　全身

の血管に炎症】 http://bit.ly/15UQPae 
https://twitter.com/Behind_the_Days/status/598395428397187072/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 16時間16時間前 
事実上、原発事故の最中と思っておくべき RT
古里原発2号機で煙…釜山市民に不安広がる
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/20834.html …　釜山・機張(キジャン)郡の古里(コリ)
原子力発電所で、最近7カ月間に三回も火災または煙が発生

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
トリチウム水蒸気が最悪の伏魔殿だったか。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e06d445e1f4d233cd49fb4c37f1dd45e
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514
http://bit.ly/15UQPae
https://twitter.com/Behind_the_Days/status/598395428397187072/photo/1
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/20834.html


30日午前 0時から 3時のライブカメラ。
https://www.youtube.com/watch?v=83eQzw6AY4o … …

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
「石棺」という言葉が使われるけど、溶融デブリを石棺で閉じ込めることはできない

。

超高温によって噴出する圧力と蒸気。

最終手段があるかのような話は、往往にして誤魔化し。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
直下型地震だから、揺れが大きいね

最近、関東では直下型の地震が多い。これは、あれだよね。南海トラフ巨大地震の原

因のひとつなるフィリピン海プレートが、内陸にもぐりこんでることによる、埼玉付

近の地震だね。大阪で地震があるのも同じ原理 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/604320283034419201/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 5月29日 
八丈島も、連続で湿度100パーセント。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/604170080134533120/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
シバヤギは落葉好き @biflonslunettes · 5月29日 
咳のし過ぎで口から血

この時期に学級閉鎖

寝ても寝ても眠い

急病人

ああ、他人事じゃない

ヘタレてる場合じゃない

しっかり現実を見なきゃいけない

自分に言い聞かせる

とっくにキャパ越えてるんだが…

amaちゃんださんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 5月29日 
郡山の親族が急死。火葬場が2週間待ち。白血病が多くなってきている。福島に通って
女性のケアしていた鎌倉の女性が白内障に。関東でも10倍患者が増えていると言わ
れた。甲状腺検査で蜂の巣状も出ている。http://amba.to/15dbQGI

https://www.youtube.com/watch?v=83eQzw6AY4o
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/604320283034419201/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/604170080134533120/photo/1
http://amba.to/15dbQGI


森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 5月29日 
桜島への影響 @yoriyori3 口永良部島は鬼界カルデラの南、桜島の姶良(あいら)カルデラ
と地下で直結。そして北上したら阿蘇カルデラ。これらは、単発でなく、地下で一本

のマグマ道ができている・・・。九州、激動期に入った。 
https://twitter.com/kurieight/status/604125040678850560/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
Nuke Refugee @NukeRefugee · 2014年5月4日 
この赤線を右上にたどると、なんと愛媛の伊方原発がある。ほんと冗談のような立地

選定だ。わざと？

https://twitter.com/olivenews/status/462887469264801792/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=mfTpjrzas5E
Black Sabbath - "Sabbath Bloody Sabbath" video clip

まだ、ｗ（＾＾；）ｗ　逃げないの…？

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

War Is Overさんがリツイート 
Masa aka Old-Flava @itsgroovymasa · 3時間3時間前 
原発異常なしだ？点検報告早すぎwww

amaちゃんださんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors · 24時間24時間前 
ついこの前、「年金情報」でさえ、

１億２０００万人の日本の人口のうち

５０００万件以上の情報がメチャクチャに管理されていたのに

それさえももう忘れて

マイナンバー賛成！とか言ってる日本人って一体・・・

世界でもここまでの愚民は珍しいですよ

War Is Overさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors · 5月29日 

https://twitter.com/kurieight/status/604125040678850560/photo/1
https://twitter.com/olivenews/status/462887469264801792/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=mfTpjrzas5E
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE


要するにこのナンバーが漏れたら大変なことになるのに、マイナンバーカードに個別

番号をプリントして、郵送で送るっていうんですよ。ポストから抜かれたらその時点

でアウトじゃないですか！

cmk2wlさんがリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 5月28日 
どの局も半分以下の一ケタ台に下がっています。つまり半分以上の人がテレビを見な

くなっているのです。特にフジテレビが壊滅状態ですね

。http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-12031761157.html … 
https://twitter.com/kininaru2014111/status/603781020576587776/photo/1
https://twitter.com/olivenews/status/462887469264801792/photo/1

neko-aii @neko_aii · 5月29日 
"@cmk2wl 2012年3月8日
野呂美加　

チェルノブイリでもそうでした。

３０ｋｍゾーンの中で、

放射能を集めるキノコたちがどんどん巨大化する。

それを喜んで買っていく外国の食品メーカー。

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日0:23
寝ま〜す…☆

（私ゃもう「いつ死んでもいい」さ〜☆）
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http://85358.diarynote.jp/201505310028252777/

二ノ宮が震度５強だったのに、なぜ誰も直近の

浜岡原発の心配をしないんだ…？
2015年5月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
おそらく、すでに壊れて、

パニックになっているから。

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日6:10
札幌０.０５４μ。(∋_∈)
喉が痛い…
 

http://85358.diarynote.jp/201505310028252777/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505310028252777/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（５月31日）　バイトは中番。／派遣法改正案：成立してしまうと３年後に解雇。ま
さかそんな法律が議論されてるなんて。

http://85358.diarynote.jp/201505310903314343/

静岡・山梨、【全速力で】 逃げなさい…！
2015年5月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=Oj_ByD5-qGA
Julie Elven "Voice of a Goddess" Beautiful Vocal Mix [32 minutes] 

札幌は晴れました。バイトは中番…

地震マップ @eq_map · 5 分5 分前 � 静岡県 富士市 
【M3.0】静岡県東部 深さ23.4km 2015/05/31 08:20:31
(G)http://j.mp/1eHK7dm (Y)http://j.mp/1eHK7do (アニメ)http://j.mp/1PVuG1P

rima @risa_mama117 · 12分12分前 
タンク水位低下の事前把握できず　浜岡原発-静岡新聞http://www.at-
s.com/news/detail/1174199999.html …
「中部電力は28日、浜岡原発1〜5号機で発生し濃縮した放射性廃液をためるタンクで
、操作していないのに水位が低下した原因を発表した」
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火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 15分15分前 
箱根山。最近24時間の地震数が200回を超えた。

War Is Over @kenshimada · 51分51分前 
『チェルノブイリの祈り』にはまるで首都圏で頻発する急病人のような記述がある。

「たくさんの人があっけなく死んでいく。ベンチに座ったまま倒れる。家をでて、バ

スを待ちながら倒れる。/説明のつかない死が多かった。突然死 / 多くの人が脳卒中や
心筋梗塞を起こした、駅やバスの中で」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
箱根の火山性地震が急増してる。

5月31日に起こってる地震が、既に100回を超えてます（07時20分現在） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/604776034592919552/photo/1

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.8】MARIANA ISLANDS REGION 35.4km 2015/05/31 06:15:27JST, 2015/05/30
21:15:27UTC
(G)http://j.mp/1FlMvNp (USGS)http://j.mp/1Kvmezw

War Is Overさんがリツイート 
マロ @marosann · 2時間2時間前 
耳鳴りは今日もまだ変わらず超強烈に鳴り続いている。大きな地震の翌日は普通いっ

たん止まるのにおかしいな。行徳千葉香取データも上がったままだし。心配

。http://earthq.system-canvas.com

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
厳重警戒ですね

1時26分：静岡東部（箱根付近）
2時22分：硫黄島近海：マグニチュード5.6（小笠原から200km）マップ外
3時49分：鳥島近海：マグニチュード6.3
気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/604770283203887104/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「お母さん、ここを追い出されるの？」 　/　　「国って何なんでしょうね。みんなで
路頭に迷えって言うんですか？」。南相馬市から横浜市に避難している女性は泣き崩

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/604776034592919552/photo/1
http://j.mp/1FlMvNp
http://j.mp/1Kvmezw
http://earthq.system-canvas.com/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/604770283203887104/photo/1


れた。/　「自殺しろってことですかね」
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-6b30.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
時間との戦い　2　時間を追って東日本の死亡数の増え方が大きくなっています
http://inventsolitude.sblo.jp/article/135876967.html …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
翻訳を表示�
【M6.4】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 13.4km 2015/05/31 03:49:07 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1cq16Pt (USGS)http://j.mp/1cq16Pv

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.0】北太平洋 深さ0.1km 2015/05/31 03:48:44 [AQUA-REAL]
(G)http://j.mp/1AB3mzj (Y)http://j.mp/1AB3kHu

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
翻訳を表示�
【M4.8】VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 144.1km 2015/05/31 02:22:39
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1EImnuq (USGS)http://j.mp/1EImoOR

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 硫黄島近海 深さ約70km M5.6 31日02時22分頃発生 
(G)http://j.mp/1HZWvyO (気象庁)http://j.mp/1eH3V0e

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 静岡県 小山町 
【最大震度2】(気象庁発表) 静岡県東部 深さごく浅い M2.8 31日01時26分頃発生 
(G)http://j.mp/1bsYMH7 (気象庁)http://j.mp/1J9X1xe

cmk2wlさんがリツイート 
やまもとReduce exposure! @Yamamoto0509 · 7 時間7 時間前 
脳、平滑筋由来がCK-BB型です。過酸化物の知見はありません（医学部では教えま
せん…）。心臓等が融けるという表現は適当では無いと思いますが、熱射病⇒DICとな
れば微小血栓が多発し心臓を始めとして内臓の筋肉壊死が起こりCKが上昇する事はあ
ります。@cmk2wl @pecko178

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-6b30.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/135876967.html
http://j.mp/1cq16Pt
http://j.mp/1cq16Pv
http://j.mp/1AB3mzj
http://j.mp/1AB3kHu
http://j.mp/1EImnuq
http://j.mp/1EImoOR
http://j.mp/1HZWvyO
http://j.mp/1eH3V0e
http://j.mp/1bsYMH7
http://j.mp/1J9X1xe


War Is Overさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 7時間7時間前 
@iwakamiyasumi @MrSARU @kfuruta777 RT 派遣法改正案：成立してしまうと３年後
に解雇。まさかそんな法律が議論されてるなんて知らない。安全保障の影で

https://twitter.com/kwave526/status/604662567508672512 …

War Is Overさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 9 時間9 時間前 
@iwakamiyasumi @keiki22 @yamamototaro0 @MrSARU RT@@ubieman:最近24時間
の地震発生状況。環太平洋と地中海で高密度の多発。

https://twitter.com/ubieman/status/604616734872596481 …
https://twitter.com/ubieman/status/604616734872596481/photo/1

stop vivisection @hana_ko45 · 10時間10時間前 
【悲報】浜岡原発事故の放射能被害予測がやばすぎる【南海トラフ地震・東海地震】 -
NAVER まとめ http://nav.cx/47tS2C

amaちゃんださんがリツイート 
ひなこ @hnexjg2458 · 11時間11時間前 
地震でスカイツリー曲がってた 
https://twitter.com/hnexjg2458/status/604624933369475072/photo/1

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
翻訳を表示�
【M8.5】BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 696.0km 2015/05/30 20:23:00
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JeojRN (USGS)http://j.mp/1AAl063

War Is Overさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 11時間11時間前 
投稿日：2015/05/30(土) 21:52
さっきの地震は前座レベル

2〜3日後に超巨大な本震が来るから
311の時もそうだった
おまいら警戒しとけよ

https://twitter.com/kwave526/status/604662567508672512
https://twitter.com/ubieman/status/604616734872596481
https://twitter.com/ubieman/status/604616734872596481/photo/1
http://nav.cx/47tS2C
https://twitter.com/hnexjg2458/status/604624933369475072/photo/1
http://j.mp/1JeojRN
http://j.mp/1AAl063


https://www.youtube.com/watch?v=Agnrim_5pio
Psycho Pass AMV [名前のない怪物] 

風間新吾（城南信用金ユーザー） @kazamazov · 8時間8時間前 
浜岡原発のペラい塀が土木学会賞を受賞するとは……。あの防潮堤には押し寄せる津
波を消滅させる波動を発するなど、オーバーテクノロジーが秘められていると考える

のが妥当だろう。（ウソぷー） 
↓ 
防潮堤建設、土木学会賞を受賞 | 静岡新聞 http://www.at-
s.com/news/detail/1174199290.html …

火山たんさんがリツイート 
八重ナギ @norisio · 12時間12時間前 
「なんかへんなゆれじゃね？」「深いんじゃね？」とかわかる時点でおかしいし世界

最深記録じゃね！？とかよろこびはじめてるし日本人もう地震がエンタメになってき

た

　ｗ（－－；）ｗ

       
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Agnrim_5pio
http://www.at-s.com/news/detail/1174199290.html


（５月31日）　健康を失ったら、仕事も家も失いました。財産も浪費して気付いたら
全てを失っていました。／「緊急に海外に移住予定。日本に戻るつもりは無い」。

http://85358.diarynote.jp/201506010006035680/

緊急に海外移住予定。日本に戻るつもりは無い◆日本の人口減4
年間で約100万減。一刻も速く、移動しよう。

2015年5月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=WoVNveJFTig
We all come from the Goddess 

今日は心強い現象がありました。

（＾ｗ＾）ｇ

フロアの近隣の机の私が小耳に拾えただけでも、今日だけで３人も！

「緊急に海外に移住予定。日本に戻るつもりは無い」人たちが…♪

がんばれ！　生きろ！　生き延びろ…！

https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs
Wiccan Goddess Chant 

War Is Over @kenshimada · 1 分1 分前 
栃木の観測者さんがモニター予測するM9レベルの「伊豆or房総沖大震災」がいよいよ
スタンバイ状態（発生まで1〜4ヶ月）となった。場所によっては5m以上の津波が押し
寄せるとの予測も。関東〜四国の沿岸部にお住まいの方、発生した場合はすぐに避

難を。詳しく知りたい方はググってください

War Is Overさんがリツイート 
回答する記者団／佐藤裕一 @kishadan_editor · 21分21分前 
今月の神奈川県内の鉄道人身事故。

31 東海道線
30 京急本線

http://85358.diarynote.jp/201506010006035680/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506010006035680/
https://www.youtube.com/watch?v=WoVNveJFTig
https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs


28 相鉄本線
27 京急本線
26 相鉄本線
24 相鉄本線
21 小田急小田原線
16 京急本線
14 京急本線
12 横須賀線
11 根岸線
10 東海道線
03 東海道線、京浜東北線

neko-aii @neko_aii · 35分35分前 
2014年2月11日
去年の秋のことだ

下の前歯、何も食べてないとき

何でもない丈夫そうな歯が真ん中から

軽くぽきりと折れた

ぞっとしたね

勿論、放射能だ、と反射的に思った

骨も簡単に折れてしまうかな？

ぽきりと

今、視力の低下が激しい

いろいろと検査が必要な気がする

特務機関NERV @UN_NERV · 51 分51 分前 
【高知で救急車が川に転落、５人重軽傷】

高知県四万十市でけが人搬送中の救急車が川に転落。７７歳と６７歳の女性と救急隊

員３人の計５人が重軽傷。

http://nerv.link/cULGOl

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
健康を失ったら、仕事も家も失いました。財産も浪費して西日本へ行くことになり、

気付いたら全てを失っていました。 http://bit.ly/1bbyO30

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2013-02-16

http://nerv.link/cULGOl
http://bit.ly/1bbyO30


今季は去年と比べてニンジンが

巨大化しているような気がします。

先日はスーパーでみた千葉産の巨大ニンジンに

イボがついていました。

怖すぎます。

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
「東京の汚染レベルでは、普通の生活で白血病の診断が出るくらいは、これから普通

になるでしょう」との医師の見解　http://bit.ly/1iabAkC

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
国分寺測定所のEスポ臨界周波数が１２Mを超えている！
非常に強い電離層　関東周辺に強い地震が起きる可能性がある

http://swc.nict.go.jp/radio/index.php

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
昼間は、これ以上ない清澄な大気になっていたが、夕方になり再びエアロゾルがわき

出した

１９時過ぎから月が異様だ

耳鳴りも猛烈　警戒を要する

amaちゃんださんがリツイート 
あーちゃん @athliajp · 6時間6時間前 
@tokaiamada 東京・渋谷より、昨日の地震で六本木ヒルズでは避難に非常階段を使わ
せなかった。テナント会社のセキュリティの方が人命より大切らしい。震災級地震が

切迫している状況。人が集まる処には行くな、高層ビルは論外。沿岸部など比較的地

盤の弱い土地も避けろ。生存率が違う。

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
5月25日関東地方で発生した地震発生後も危険な兆候は消えていません
これはさらなる大地震の予兆かもしれない

千葉県房総半島南部や神奈川県三浦半島の異常が拡大している

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150530-00000027-pseven-soci …

War Is Overさんがリツイート
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 5時間5時間前 
預言やら、予言やらは苦手だが。

http://bit.ly/1iabAkC
http://swc.nict.go.jp/radio/index.php
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150530-00000027-pseven-soci


明日からの5日間、どうなるか気になる。
地震や火山の話ではない。

日本の株価の話だ。

国民の景気感覚が上向いていないのに、

株価ばかりが上昇を続けている。

株価は上がりっぱなしでは済まない。

下がり始めたときに、平静でいられる投資家が多いと良いが。

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
4_Sea_ 
日本の人口はアノ日を境に急減少し、4年間で約100万人減ったのですね　
http://matome.naver.jp/odai/2141453450593660501 … … 
◆日本の人口減が凄まじい◆　総務省統計局　

https://twitter.com/4_Sea_/status/569155540544126976/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 11時間11時間前 
@川崎　RT KinoKinoKinoppy 映画館に行く途中で3人ほど道端や公園で倒れてる人が
いたんだけど…

War Is Overさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 12時間12時間前 
@sobtomk @bouzu_3 @kenshimada ３１１の年、家政婦をしている方が、朝起きると
手がグローブの様に腫れあがっていて蜂窩織炎に。

又、渋谷在住だった方が３１１後、避難先からも自宅に戻り、窓を拭いて雑巾を洗っ

た後、手が腫れあがり蜂窩織炎に。

どちらも 掃除 。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
水酸化セシウムの症状

喉の炎症、気管支炎、肺炎、肺水腫、筋肉の痙攣、灼熱感、咳、息切れ、喉頭炎、息

苦しさ、頭痛、吐き気、嘔吐。

皮膚に触れた場合：発赤、痛み、水泡、重度の薬傷。激痛を伴うことがある。 皮膚を
刺激し、皮膚炎をおこし、深部に達する組織の破壊。

War Is Overさんがリツイート 

http://matome.naver.jp/odai/2141453450593660501
https://twitter.com/4_Sea_/status/569155540544126976/photo/1


Aphrodyte @Aphrodyte07 · 15時間15時間前 
Aphrodyteさんがリツイートしました Greenpeace Japan 
どうしようもないと諦めないでことが大事です。人間の体は食べ物で作られています

。自分だけではなく次世代のために安全なものにしていきましょう。 

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 15時間15時間前 
@kenshimada @bouzu_3 友人が海鮮料理の店で接待され、警戒しながらも食べるしか
なく、その夜から激しい下痢（痛みのない）に見舞われたそうです。3日したら直った
と言ってました。3日は腸の粘膜が入れ換わる期間だそうです。

War Is Overさんがリツイート 
ふくちゃん @zishinmimi · 16時間16時間前 
直近１日での環太平洋火山帯 Ring of Fire 付近での地震。 
https://twitter.com/zishinmimi/status/604772961510244353/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 20時間20時間前 
GET OUT OF TOKYO NOW 
https://twitter.com/Lulu__19/status/539380124127199232/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 22時間22時間前 
放射能に汚染され、土壌も、空気も、水道からも放射性物質。

そんな場所を「首都」と呼び続けなければならないほど、日本人は愚かなの？

電車は急病人でダイヤむちゃくちゃ。

倒れる人もまだまだ増える。

一刻も速く、移動しよう。

個人でも、遷都でも、何でもいい。

一人でも多く助かって。

War Is Overさんがリツイート 
ちゃなゐ @chanaaaaai · 23時間23時間前 
@hitmeup__ 
山手線のホームに倒れてる人いすぎて笑えない キーボード捨てたいしか言えない とり
あえずお互い頑張ろうな、わたしはやーさんちにお世話になる(T . T)

War Is Overさんがリツイート 

https://twitter.com/zishinmimi/status/604772961510244353/photo/1
https://twitter.com/Lulu__19/status/539380124127199232/photo/1


Rei♡Rachel @Barbie_dolly12 · 23時間23時間前 
船橋駅、バタバタ倒れてる人が数名…
さすがにそこまでにはなりなくない…

War Is Overさんがリツイート 
matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 5月30日 
確かに、被爆で死者増加を造語ですり替えRT @osiete_tukachan: 【多死社会】
って・・?
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304414&g=132108 …
ＮＨＫも「高齢じゃなくてもバタバタ死んで、それでも国民が驚かないよう」着々と

布石

https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
The Witchcraft Song Collection - Chants, rites, spells, dance songs 

amaちゃんださんがリツイート 
山本太郎 次の準備を！ @yamamototaro0 · 5月28日 
経産省前から警察に連行された市民を追い警察署へ。

敷地内、チェーンの内側にいただけの市民。経産省が110番。
警官が現認、その場合、連行する以外ない、と。

経産省が訴える、と言っているらしい。建造物侵入にあたるらしい。

毒物撒き散らしに加担する経産省は逮捕者も出ないのに。

…リステラス「神話」とフクイ痴球「安全神話」。

…どっちが「ばかげた妄想」なのかなぁ……

War Is Overさんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi · 5時間5時間前 
1860年代のオーストラリア先住民を欧州からの白人移民らが奴隷化した記念写真です
。現代では、この奴隷化された人間をつなぐ鎖は進化し、眼に見えないように抽象化

されています。それは、お金であったり利権構造であったりします。 
https://twitter.com/ohnojunichi/status/544936062892904448/photo/1

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304414&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
https://twitter.com/ohnojunichi/status/544936062892904448/photo/1


War Is Overさんがリツイート 
9DROPS 9 @drops_com · 5時間5時間前 
アメリカでもヨーロッパでもガン治療の主流が「代替医療」か「治療しない」こと

によってガン患者の死亡率がどんどん低下している中で日本は… http://oka-
jp.seesaa.net/article/419794428.html … #政治 #feedly

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
「彼ら」は「真実」を伝える人間を、「陰謀論者」どころか「テロリスト」と決め付

けようとしているらしい。テレビで、あるアナウンサーらしき人物が、「テロリスト

には表現の自由は存在しませんからね」と、のうのうと語っていたのには驚いてしま

った。　http://bit.ly/1xG6bqi

War Is Overさんがリツイート 
暗泉書房 @onewinterday · 5月22日 
http://sun.ap.teacup.com/souun/17416.html …
8歳の息子が子供らしく「ねぇパパ。日本で一番偉いのは総理大臣なの？」って聴いて
きたので「うーん。日本で一番偉いのは、ちゃんと額に汗して仕事してる人じゃない

かな。例えば隣の酒屋のおじさんとか」と答えておいた。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日0:07
札幌は平穏。（＾＾；）

寝ま〜す☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日8:54
happy world @happyworks420 · 59分59分前 
フクイチなんとかしないと日本人ってだけで差別される日が来ちまう。

国籍捨ててもDNAだけは捨てられないんだから勘弁してほしい

http://oka-jp.seesaa.net/article/419794428.html
http://bit.ly/1xG6bqi
http://sun.ap.teacup.com/souun/17416.html
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（６月３日）　「なぜか３連休」の初日です。

http://85358.diarynote.jp/201506031126298628/

【西南日本】全体汚染／タバコによる内部被曝／もはや未必の故

意による殺人。

2015年6月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

おはようございます。０９：３１。

「なぜか３連休」の初日です。

と〜ぜん！遊びに！（＾＾）！

…出かける予定でしたが、午後から降水確率８０％。
（－－＃）

プランＢ：「終日ベッドで漫画を読む！」に決定…

目覚まし音楽にＣＤで聴いてた「dragon party」のノリノリの曲が、
古くてマイナー過ぎるらしく、悠宙舞にない？ので、代理…

https://www.youtube.com/watch?v=k6WBb8V3RAE
19 - Dragon Age Score - The Party Camp [Extended] 

http://85358.diarynote.jp/201506031126298628/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506031126298628/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150603/85358_201506031126298628_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150603/85358_201506031126298628_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150603/85358_201506031126298628_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=k6WBb8V3RAE


さて。（－－；）

目が醒めて「昨晩の就寝時より格段に空気が悪くなってるな！」と…
思ってデータを見てみると、確かに、

就寝時０.０４１μが

起床時０.０４２μに、上昇している。というね…

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

自分のカナリア過ぎる体質が、ちょっと哀しいですわ…

https://www.youtube.com/watch?v=3vvqT083SLg
Agnes - Release me (Felipe Guerra Remix) 

岐阜以西、のきなみ【０.１μ超え】です…！
http://ma-04x.net/all.html

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 11分11分前 
@tokaiamada 【これはまずい！患者を全員病院に隔離せず自宅に留めている！家族に
感染が広がり爆発的となる！】

韓国MERS初の死者
750人隔離 3次感染拡大恐れも
琉球新報 2015.6.3 

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 27分27分前 
@tokaiamada 
こんなのもありますね。

従業員の手にマイクロチップ（スウェーデン）

https://www.youtube.com/watch?v=Gf3yZHuit-k …

特務機関NERV @UN_NERV · 38分38分前 
【天草市 ６９００世帯に避難勧告】
熊本県天草市は、市内の一部に土砂災害警戒情報が出されたことなどから、午前9時前
、市の西部の牛深地区の6981世帯、1万4774人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/JYF1NF

https://www.youtube.com/watch?v=3vvqT083SLg
http://ma-04x.net/all.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gf3yZHuit-k
http://nerv.link/JYF1NF


War Is Overさんがリツイート 
岩　大海 @sizentai · 57分57分前 
タバコ原料の放射能検査は行われていないんだよね‼�タバコの葉栽培盛んな汚染地
域��タバコ原因だと、放射能汚染原因を誰も追求しないからね〜@kenshimada:
クローズアップ現代、福島は喫煙者が多いから不審死が増えてると(ｰｰ;) ”

amaちゃんださんがリツイート 
kamitori　平和と緑の生活が第一！ @kamitori · 2時間2時間前 
RT @kikko_no_blog 安倍晋三「日本を攻撃する意思が不明でも集団的自衛権を行使
する」って、去年の5月15日の紙芝居会見の時と言ってることがぜんぜん違うじゃん。
このバカ、口を開くたびに言うことが変わるな。

War Is Overさんがリツイート 
Iwashita Yu @sardinian1979 · 2時間2時間前 
「あなたの子供が戦争で死ぬ」ついに女性週刊誌までが安倍政権と安保法を批判し始

めた！ http://lite-ra.com/2015/06/post-1156.html …
「しかも、各誌とも、こうした記事が読者アンケートで上位を占めるようになって

いる」

amaちゃんださんがリツイート 
The daily olive news @olivenews · 2時間2時間前 � 東京都 中野区 
「なぜ君は戦場に行った？-イラク帰還兵の沖縄」
大学を卒業するためにみんな数百万円の借金（利子付き奨学金）を抱えている。

米国の若者も全く同じだ。

http://peacetv.jp/kimiwanaze.html 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
マイナンバーの次はマイクロチップの埋め込み強要しかない

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150603-00000001-mocosuku-hlth …
すべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。また、その刻印、すな

わち、あの獣の名またはその名の数字を持っている者以外は、だれも、買うことも、

売ることもできないようにした

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
福島県による検査データの捏造は、もはや未必の故意による殺人犯罪と断定してよい

だろう

http://lite-ra.com/2015/06/post-1156.html
http://peacetv.jp/kimiwanaze.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150603-00000001-mocosuku-hlth


このデータ矮小化によって、どれほどの人が被曝し、死亡するか見当もつかない

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1454.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 警報情報 2015年06月03日 07:00】
次の地域に警報が発表されています。

［出水・伊佐］大雨・洪水

［川薩・姶良］大雨・洪水

［指宿・川辺］大雨・洪水

［曽於］大雨・洪水

［肝属］大雨・洪水

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
北海道の放射能測定者からの報告（IFKR-ZIPクラブ)
Read: http://tl.gd/n_1smgcba

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
＜年金情報流出＞機構職員名乗り不審電話…詐欺
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150602-00000074-mai-soci …

War Is Overさんがリツイート 
続インコの人（この垢しか無い） @bezokuChibi · 3時間3時間前 
それはタバコによる内部被曝。 @hanayuu 

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
福島県大熊町：原発避難区域に野菜工場　１６年度稼働へ (毎日新聞)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/133.html …
どこまで救いのないバカが揃ってるんだか

従業員関係者も被曝死するだろう

War Is Overさんがリツイート 
meglalala @kissmeyummy · 4時間4時間前 
その煙草からセシウムが検出されたりしてたんだから、被曝でリスクが増したからな

んじゃないの？煙草は干して放射性物質が濃縮して、火をつけても休んだから更に

濃縮。そしてダイレクトに肺に入れるんだもの、毒は効いちゃうよね。

https://twitter.com/kenshimada

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1454.html
http://tl.gd/n_1smgcba
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150602-00000074-mai-soci
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/133.html
https://twitter.com/kenshimada


特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【地震情報 2015年6月3日】
06時04分頃、父島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約590km、地震
の規模はM6.0、最大震度1を千葉県、東京都で観測しています。この地震による津波の
心配はありません。 
https://twitter.com/UN_NERV/status/605844309045182464/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
ゴールドマンサックスによる郵貯銀の運用先変更

国債から海外投資へ

おそらくギリシャ・中国関連債権を買わせてゴールドマンが損失を日本に転嫁する目

的なのだろう

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6690.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
北海道で横一線に並ぶ虹色の光　「環水平アーク」

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015060201002341.html …
前回のアークは4日後に小笠原M8.1になった

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
幸楽苑　オワタ

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150602-00000822-fnn-soci …

War Is Overさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 8時間8時間前 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

小笠原諸島Ｍ8地震とほぼ同時発生したニュージーランド謎の爆発音と振動、そしてオ
ーストラリアで削除された地震記録？

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

http://blogs.yahoo.co.jp/somin753_0210/20072778.html …

火山たんさんがリツイート 
地震速報 @earthquake_jp · 8 時間8 時間前 � 東京都 杉並区 
［速報LV1］03日　01時41分頃　東京都２３区（N35.7/E139.6）(推定)にて　M4.1（
推定）の地震が発生。　震源の深さは推定90km。( http://j.mp/1ALuKKJ ) #saigai
#jishin #earthquake

https://twitter.com/UN_NERV/status/605844309045182464/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6690.html
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015060201002341.html
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150602-00000822-fnn-soci
http://blogs.yahoo.co.jp/somin753_0210/20072778.html
http://j.mp/1ALuKKJ


Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
危機管理の基本は最悪の想定だ。最悪のリスクに対処していないと、本当にそれが起

きた時に命は無い。３１１直後最悪の想定をしてTwitterで情報発信していたのは東海
アマさんや木下黄太さんだった。彼らの想定が発生しても生き残れるように準備した

。その方法は、どう考えても移住しかなかった。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 10時間10時間前 
【福島、郡山市に人は住めない】

★米ウォールストリート・ジャーナル「とてもではないが、人が生活できるような数

値ではない」

■真実をご覧下さいhttp://www.asyura2.com/12/genpatu21/msg/828.html …
≪真実はネットにあり≫ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/605764176066150402/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
MINATø愛知crew @_minato_k_2_ · 15時間15時間前 
自転車の規制が厳しくなったんだよねー

赤信号で止まってる時にケータイ見ただけで捕まった人がいるんだね

しかも、捕まった時に「ﾖｯｼｬ、あと8人！」って言われた人もいるんだね
警察官、嫌われちゃうね(*ﾟ▽ﾟ*)

火山たんさんがリツイート 
災害担当記者のつぶやき @antidisaster · 19時間19時間前 
47都道府県すべてで震度1以上を観測した30日の小笠原諸島西方沖地震（M8.1）と、
東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震（M9.0）の震度分布図。3.11では宮崎
と沖縄が震度0だった。 

War Is Overさんがリツイート 
あかね @akanenene · 21時間21時間前 
@snoopymaygon @pecko178 小学校でも習う『水の循環』　コレのどこかに放射能が
あれば、永遠に繰り返されるのに『計らない』　いや、計ってるけど『公表しない

』か。どんどん蓄積されるのにね。で、最終的に体内に入るのに。

https://twitter.com/akanenene/status/605595642899996672/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
藤原直哉 @naoyafujiwara · 6月2日 

http://www.asyura2.com/12/genpatu21/msg/828.html
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/605764176066150402/photo/1
https://twitter.com/akanenene/status/605595642899996672/photo/1


ISが使っている新品のトヨタのトラックはトヨタのテキサス工場で製造され、ヨルダン
のアカバ港から陸揚げされてISに渡されている。彼らは米政府の裏切者か、それとも米
政府の命令を忠実に実行している人か。

http://www.infowars.com/isis-drives-texas-made-toyota-trucks-apparently-modified-for-u-
s-special-forces/ …

War Is Overさんがリツイート 
plum @plum0909 · 6月1日 
職場でひどい空咳している人、いつも同じ男性数名で、いつも同時期におさまり、同

時期に再発繰り返している。みんな３０代。

火山たんさんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 5月31日 
九州電力の火砕流予測が川内原発を避けて通っていると話題に（NAVAR
）http://bit.ly/1GNNBpC 　
「九州6カルデラ火山中の1個が巨大噴火すれば伊方・玄海・川内の3原発は完全に破壊
され、西南日本全体が放射能汚染」

https://twitter.com/mas__yamazaki/status/604976111202615296/photo/1 

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 4月1日 
放射能被曝症状　：　頭：頭痛、めまい、ぼうっとする、考えがまとまらない、ハイ

になる、うつになる、計算ができなくなる、多動様、二世においては少し知性に異常

がでる、ノイローゼ、てんかん　http://bit.ly/1oOCAsT

https://www.youtube.com/watch?v=91ei9ReXa9c&spfreload=1
Filipe Guerra - Kids In The Dark (feat Bernardo Falcone) 

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 14 分14 分前 
今日の日経新聞には自転車用任意保険の２面に渡る記事掲載（タイアップ？）。自転

車事故件数は０９年から減少中だ。自転車の取り締まり強化は「罰金制度」巨大利

権と、保険会社への天下りと組み合わせだと推測される。

また、統制強化の一環とも考えられ、自公政権が続く限りこの傾向が強まっていく。

War Is Overさんがリツイート 

http://www.infowars.com/isis-drives-texas-made-toyota-trucks-apparently-modified-for-u-s-special-forces/
http://bit.ly/1GNNBpC
https://twitter.com/mas__yamazaki/status/604976111202615296/photo/1
http://bit.ly/1oOCAsT
https://www.youtube.com/watch?v=91ei9ReXa9c&spfreload=1


大野純一 @ohnojunichi · 28 分28 分前 
フォロワー数をお金で買う。専門業者に委託し自作自演を繰り返すことで人気がある

かのように振舞う。馬鹿な芸能事務所が馬鹿な人たちに対して行うネット上の広報宣

伝と、政権与党が同じことを始めています。日本は、本当に劣化してしまいました。 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
東北の人たちを

殺しているのは政府、東電。

見殺しにしているのは 我々。

amaちゃんださんがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 5月25日 
これ、ウソだったね 
https://twitter.com/Plutokun_Bot/status/602860856070643713/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors · 2月24日 
国会でのマイナンバー予算3000億円
・NEC、NTT、富士通、日立、NTTデータは基幹システムを約192億円で受注
・現在市場規模は3000億円
・将来的には3兆円規模 
https://twitter.com/value_investors/status/570076883011776512/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=9sEWBZZWmco
RAVI SHANKAR INCREDIBLE raga charukauns
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日11:29
アルルの男・ヒロシ＠日本あ〜あ党 @bilderberg54 · 2 時間2 時間前 
だってそうでしょう。福島第一原発１号機はめでたく４０年目にドカーンと逝ったわけですよ。

https://twitter.com/Plutokun_Bot/status/602860856070643713/photo/1
https://twitter.com/value_investors/status/570076883011776512/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=9sEWBZZWmco
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


フクイチ１号機をあの時厳格にストップしていれば事故は起きなかった可能性すらあるんですよ

。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506031514474108/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日15:37
雨は悲惨な汚染レベルです。

(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日15:45
ちょっと普通じゃない感じの

雷が鳴ってる。

雨が磁性？を帯びてて

三半規管がやられる。

目眩がする。

通信や航空関係で

惨事があるかもしれない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日17:45
札幌０.０６７μまで

上がってます。(ToT)

０.０４１μが

０.０４２μに

上がっただけで気分が悪くなる過敏症体質にとって、

どんだけ地獄の釜茹で状態か

解ります…？(ToT)

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日19:17
空気が清澄になってきた。

(^_^;)
やれやれ助かった…(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日22:06
ちょっとビックリ弟子屈Ｍ４。

神戸も心配。ヽ（・＿・；）ノ

ありえないほど末期色な月。

しかも位置（軌道）がおかしい気がする…(・ω・;)(;・ω・)
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（６月５日）　ウソをつかずにすむ人生を！／そろそろ罵威屠はやめどき…。
（「嘘」de「営業成績」upを強要されてる…★）／雨でダイナシな３連休の最終日。

http://85358.diarynote.jp/201506050933247713/

自衛隊員の自殺でパソナが儲かる／東京都民は

ヨウ素剤を貰えず被曝した／放射能 200倍以上の
急上昇／神奈川０.１４μ／トリチウム1GBq超。
2015年6月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
　

おはようございます。０８：３４です。

雨でダイナシな３連休の最終日。

音楽は気分で（三国志漫画の悲惨な人死にと民族差別史に流されて（＾＾；））

『ブライアン・ボル』をＣＤで聴いてたツナガリで…
https://www.youtube.com/watch?v=Lrwxu3dsjzo
Alan Stivell - Renaissance of the celtic harp 
（ケルティック・ハープの音調って、日本の「お琴」と似てるよね…？）

ところでアメリカが炭そ菌だの個人情報だのをバラ撒かしてるのは、

テロなのか被曝脳ミスなのか、どっちだ…？

amaちゃんだ @tokaiamada · 1 分1 分前 
広島原爆や60年代大気圏核実験の影響でも、本当に問題になったのはストロンチウム
９０だ

これは水環境から生物濃縮を起こし死ぬまで排出されず被曝が続くからだ

セシウムとストロンチウムは原子炉で等量ある

気化温度の違いから汚染が遅れてやってくる

ストロンチウムは水からやってくる！

amaちゃんだ @tokaiamada · 5分5分前 
ストロンチウムとセシウムが一定比率で生物に存在するという仮説は完全に崩壊した

事故前から二価のカルシウムと同じ性質を持つストロンチウムが好んで水産物に濃縮

されることが明らかにされてきた

セシウムは排出されるがストロンチウムは骨と結びつき絶対に排出されない

http://85358.diarynote.jp/201506050933247713/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506050933247713/
https://www.youtube.com/watch?v=Lrwxu3dsjzo


毒性は300倍だ

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【2015年6月5日 6:59 NHK】
米政府 ４００万人分の個人情報流出か
http://nerv.link/LWLovn

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 2時間2時間前 
【１８才以上を徴兵する】

■どうして選挙権を１８才以上にするの？

■成人は１８才として選挙権を与えられる代わりに１８才から徴兵義務だ、米国同様

。

詳細→http://d.hatena.ne.jp/haigujin/20130717/1374079427 … 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/606584477037424640/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
小学校の食堂職員、貧窮の生徒に昼食与え解雇　米

http://www.cnn.co.jp/usa/35065462.html …
アメリカは本当にひどい国だったが、もっとひどい国になった

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
増える原因不明死　死因解明が追いつかない (NHK・クローズアップ現代) 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/155.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
東電：核燃料物質が福島で漏出する、海水中の放射能の記録的レベル、200倍以上の急
上昇で過去最高濃度(ENENews)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/142.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
初判明！　放射性セシウム濃度、栃木・茨城・千葉・神奈川・群馬の一部農地“チェル
ノブイリ汚染地域”と同等レベル 2011 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/146.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
食べて応援の農水省農業環境技術研究所は　なぜ千葉の野菜を測定しなかったか

http://nerv.link/LWLovn
http://d.hatena.ne.jp/haigujin/20130717/1374079427
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/606584477037424640/photo/1
http://www.cnn.co.jp/usa/35065462.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/155.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/142.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/146.html


http://inventsolitude.sblo.jp/article/137553414.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
6月2日頃出た、ラドンや行徳赤グラフ「赤いアルプス」の前兆の結果が「四日後」法
則から、発生予測日が5日の今日になる
関東から空が真っ赤との報告あり

巨大地震が発生する疑いが強いので、十分すぎる臆病な警戒態勢を！

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
たったこれだけのキーホルダーでトリチウムは 1GBq を超える（文科省が回収呼び
掛け）。福島原発から出た水蒸気が降雨となって、あるいは水源地近くの山や谷で結

露して水がめに流れ込んだら、とてつもない Bq数になることは容易に想像できる。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/606485797244575746/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
2015年5月10日
チリでクジラ 37頭の死。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/606492782203518977/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
5月29日 ニューヨークに近いリバーヘッドで 魚数万匹の大量死。
藻類ブルーム、溶存酸素、窒素負荷等々と言われている。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
5月28日　ニュージーランド北島のノースランド地方
トリガイ100万匹以上の大量死。 

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 10時間10時間前 
「九電と原発」の本のことを褒めてた。 
https://twitter.com/tigers_1964/status/606455351626448896/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
山井和則 @yamanoikazunori · 10時間10時間前 
「今回の125万件の年金情報流出が原因で個人情報が悪用され詐欺にあった場合、政府
は被害者に賠償するのか？」との私の質問に塩崎大臣は「賠償しません」。あっさり

答弁しないで欲しい。政府のミスで個人情報が流出したのだから政府にも責任は

http://inventsolitude.sblo.jp/article/137553414.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/606485797244575746/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/606492782203518977/photo/1
https://twitter.com/tigers_1964/status/606455351626448896/photo/1


ある。 

amaちゃんださんがリツイート 
genpatsu_nashi @BooyaCoron · 11時間11時間前 
@tokaiamada @kksugaya 
2013年春ジャガイモをHセンターで買い、植えたら花が咲き実がトマトの様に実
った。2〜30株の半分以上に。それで全部捨てた。福島から北海道へジャガイモが送ら
れている、と聞いたことがある。だんだん信じられない国

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
北海道：釧路の群発地震

「阿寒カルデラ、屈斜路カルデラ」の付近では、過去に大きな地震と被害が起こって

ますからね。　屈斜路湖は日本最大のカルデラ湖で、世界第2位の大きさを持つカルデ
ラ湖ですからね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/606449829196136448/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
自然現象なんてことはありえないのです。

風があっても、ずっと濃霧警報。

これからも続くでしょう。溶融デブリが作り出す人工の濃霧が。

https://twitter.com/cmk2wl/status/606423547137826816/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
これ見ると、一昨日起きた伊方原発周辺の異常線量も、ラドンでなくて放射性物質だ

ったのかと考えるしかないな

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-2136.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
愛媛県の伊方原発

記者会見で聞いて出てきた回答

「福島原発事故以前からちょくちょく

伊方原発からプルトニウムが出てました」

その事実は地元でよく知られていて

電力会社の社員が

「今日はあぶないから洗濯物は干すな」

と教えてくれる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/606449829196136448/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/606423547137826816/photo/1
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-2136.html


　(まっちゃんのブログ2013-03-25)

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 
MERS、韓国の感染者はこうして広がった
http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/04/mers-infographic_n_7508778.html?
utm_hp_ref=japan …
恐ろしい感染力、化学兵器みたいだ

→最初に感染した60代の男性（1）が、感染に気付かず入院したり
治療を受けたりした3カ所の病院で、感染が拡大 
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/606409967478833152/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 15時間15時間前 
@tokaiamada 【美談仕立て】　福島県川内村では、５年ぶりに小学生たちの田植えが
行われた。子どもたちは、青空の下、泥に足を取られながら、一生懸命、苗を植えて

いた。　https://youtu.be/wQT-E5NRnS0

amaちゃんださんがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 15時間15時間前 � Östliche Vorstadt, Bremen 
今年改定された中学公民の教科書。まるで自民党安倍晋三の広告だ。こんな偏向教育

を子供達に植え付けようとしている。これは自民党の明らかな洗脳教育だ！国民は子

供達を守る為に、自民党を打倒するのだ！ 
https://twitter.com/kiyomizu5/status/606396065860976642/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
1945年への道 @wayto1945 · 15時間15時間前 
朝鮮の奴隷解放は李氏朝鮮期の1894年。日本は逆に朝鮮民族全員を被差別階級にしま
したね。

QT @simin43320 致命的なつぶやきってあるもので　このおっさんの韓国ヘイトがそ
の実例 https://twitter.com/tokaiamada/status/605160357863170049 … 

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
大学を「職業教育学校」に…１９年度実施方針
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150603-00050150-yom-pol …
たぶん、そのまま徴兵義務へ

http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/04/mers-infographic_n_7508778.html?utm_hp_ref=japan
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/606409967478833152/photo/1
https://youtu.be/wQT-E5NRnS0
https://twitter.com/kiyomizu5/status/606396065860976642/photo/1
https://twitter.com/tokaiamada/status/605160357863170049
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150603-00050150-yom-pol


特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年06月04日 16:14】
オホーツク海側南部と太平洋側東部では、引き続き４日夜のはじめ頃まで、大雨によ

る低い土地の浸水や土砂災害、落雷、突風、ひょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【釧路・根室地方 警報情報（解除） 2015年06月04日 16:13】
釧路・根室地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

根室、釧路地方では、土砂災害や低い土地の浸水、強風、高波、高潮、落雷に注意し

てください。根室地方では、濃霧による視程障害に注意してください。

火山たん @volcano_tan · 18時間18時間前 
昨日の夜からの北海道での地震活動、まだ続いているみたいだね。阿寒や屈斜路カル

デラの近くだから気になるんだよ…

火山たんさんがリツイート 
地震うさぎ @mgn_eq · 18時間18時間前 � 北海道 津別町 
【地震情報】4日14:03頃、網走地方でM3.2の地震発生、最大震度3。震源は地下
約10km未満。この地震による津波の心配はありません。 #地震 #jishin #災害 #saigai 
https://twitter.com/mgn_eq/status/606327052665356288/photo/1

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 19時間19時間前 
その後のhinetみると余震も屈斜路と阿寒にしっかり分かれてる。やはり連発には意味
がありそう 
https://twitter.com/usa_hakase/status/606325675197276160/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 19時間19時間前 
名無し：06/04 13:01
この一ヶ月間で震度5弱〜5強が5回ってちょっと異常だよね
そしてこの一ヶ月間に全国各地で多数の地鳴り、地震雲、環水平アーク、日暈、彩雲

、赤い月、赤い夕焼けが報告されてるし

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
昨夜はこんなでした。

黄色は強風警報。

https://twitter.com/mgn_eq/status/606327052665356288/photo/1
https://twitter.com/usa_hakase/status/606325675197276160/photo/1


その中にあるグレーの印が濃霧警報です。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/606307246134296576/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
強風が吹いているのに、濃霧なのです。

こういった傾向が続いています。 

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
Twitterのプロセスって何かに引っかかるとメモリ容量を食うのね。
メモリ稼働状況を見て驚いた。

一日一回は電源を切った方がいい。

amaちゃんだ @tokaiamada · 24時間24時間前 
炭疽菌の誤送付、さらに判明 米国内外の51研究所
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000005-jij_afp-int …
これは事故ではない！

意図的な大量殺戮犯罪以外の何ものでもない

コイズミ元首相、もう死にますね。

半月以内〜もって半年？かな…

在任当時、これほど大嫌いな首相はいない！と思っていたけど、アボよりはマシだった…し、最
晩節は（遅すぎたけど）まともだったな…
（－－；）…合掌。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「自衛隊員の自殺増でパソナが儲かる戦争法案の利権構造（日刊ゲンダイ）：山崎 雅
弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17524.html#readmore …

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
わからない？「時間切れ」に持ち込もうとしているんだよ。

ありとあらゆるトリックをこれまで見せられてきたはず。

その最終目的は「時間切れ」。

死人が賠償を求めたり責任を追及してくることはないのだから。病人も無力。

https://twitter.com/cmk2wl/status/606307246134296576/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000005-jij_afp-int
http://sun.ap.teacup.com/souun/17524.html#readmore


cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
「この状況にも拘わらず、自分の延命にしか興味を持てない者が、この國を支配して

いるなど……私は許せませんな！」
「悪いが、脳死した老人達が世の中を支配する時代は終わったのだ」

”CASSHERN” 上条中佐

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
命に優劣があろうか。

生きるという切実なる思いに優劣などあろうか。

ただひとつの生を謳歌する命の重みに優劣などあろうか。

あるはずがない。

しかし、人類は目に見えぬ天秤の上に我々を載せた。

それが仮に彼らの権利であるというのならその逆もしかり！

「CASSHERN」ブライ 

amaちゃんださんがリツイート 
住友陽文 @akisumitomo · 6月1日 
住友陽文さんがリツイートしました ウサギ
大阪市が落札したほぼ全ての民間委託業者がパソナで、そのパソナグループの取締役

会長が竹中平蔵か。

…ごめん…（＾＾；）…☆

ここんとこ、みょうに古すぎる「リバイバル」映画が続いていたのって…

製作陣が、脳ベクレで新ネタが出せず、「なにもかもみな懐かしい…」世界に逃避耽溺している
だけかと思い込んでいたよ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=mGkNHG64O-8
The Gael - The Last Of The Mohicans Theme (1 hour) 

amaちゃんださんがリツイート 
あきらりつこ @akirarituko · 2014年2月24日 

https://www.youtube.com/watch?v=mGkNHG64O-8


「覚えておこうね」

東京都医師会の防災担当の医師は、福一の全電源が喪失した晩、１万錠の安定ヨウ素

剤を追加手配したが、６千錠は「国に差押えられ」４千錠は都の指示で「足並みを揃

えるために販売元に返品」させられたそうだ。放射性プルームは東京に到達。東京都

民はヨウ素剤を貰えず被曝した。

だから…、言ったよ？

手に入らない。イソジンでも昆布茶でもダシでも何でも、

とにかく、子どもに飲ませておけ！って…
http://85358.diarynote.jp/201403071207445585/
http://85358.diarynote.jp/201103182140372870/

鬼畜ＨＫから犯罪者デマッター呼ばわり。されたけど。ね…

　…（－－＃）…       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月5日9:43
amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
人口270人の農村で電力自給率100％に、小水力発電所が本日運転開始
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1506/01/news030.html …
石徹白というところは昔の白山修験登山口で、全国から文化が持ち込まれた山村のチベットでな

くパリという感じ

戦後はチベットなみの過疎地になったが、心はパリなんだよ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月5日9:45
amaちゃんだ @tokaiamada · 22時間22時間前 

http://85358.diarynote.jp/201403071207445585/
http://85358.diarynote.jp/201103182140372870/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


どんなに貧乏だっていいじゃないか

まっとうに生きてる、人を騙さず自分にウソをつかず、人の幸福と笑顔だけを願って生きている

というプライドがあれば、社畜人生でレクサス乗り回して見栄張ってるより、食えなくて餓死し

た方がよほどマシだと思うぜ

ウソさえつかなければ人から信頼され食べてゆける

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月5日9:45
amaちゃんだ @tokaiamada · 22時間22時間前 
我々の心は、相手に真心で奉仕して幸福感を得られるようにプログラムされている

だが企業組織に入って社畜として生きるため、どんな汚い手段を使っても金儲けすることだけを

要求される

まともな精神の持ち主なら発狂してしまうが、自分自身をも騙して耐えるしかない

ウソをつかずにすむ人生を！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月5日9:54
そろそろ罵威屠はやめどき…。
（「嘘」de「営業成績」upを強要されてる…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月5日20:25
揺れてる？(・ω・;)(;・ω・)

地盤が変。(・_・;)

かなり雨が降ったのに、

地下水位が低下している…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月5日22:40
〜００５１７８０、

＞０５１１８７０．

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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　（＾◇＾；）



（６月６日）　バイトは中番。／情報漏えい事件で調査⇒年金のデータ入力会社が許可
・届出のない別会社に業務委託！⇒これやってた。業務のずさんさにブチ切れて監視の
小役人に喧嘩を売って、即日クビになったｗ

http://85358.diarynote.jp/201506060857215379/

中性子線を発する水蒸気大量噴出／チャイナ・シンドロームより

深刻／東海村全村３万８０００人の北海道移住を検討／「年金デ

ータ」、住所・本籍から親族情報、勤務履歴まで全部入っている

。

2015年6月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

おはようございます。０８：２３です。バイトは中番。

貼り付けてある漫画は読み返したわけじゃないんですが、

なんだか今朝の札幌の空が朝っぱらから「夕凪の時代」と化している、

「濃厚フクイチ湿度」なもんで…
…（－－；）…

むだに危機感がそがれる「平穏な」日々。なんですけどね…

目覚ましに、ひさしぶりに？聴こうかな…
https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
【MAD】進撃の巨人OP　紅蓮の弓矢歌詞付き 

…いかん。この「とりあえず平穏な暮らし」を「捨てられない」私は、

「ここで、死ぬしかない。」…（－－；）…★

Lightworker @Lightworker19 · 12分12分前 
肺転移が2人、手術例の大半がリンパ節転移や1センチを超える腫瘍、福島の子どもの
甲状腺ガン。　http://bit.ly/1tVcxmK

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 28 分28 分前 
［06月05日］のつぶやきをまとめました ▶1番RTされたつぶやきは「「年金データ」と

http://85358.diarynote.jp/201506060857215379/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506060857215379/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063145883/
https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
http://bit.ly/1tVcxmK


［06月05日］のつぶやきをまとめました ▶1番RTされたつぶやきは「「年金データ」と
いうが、住所・本籍から親族情報、勤務履歴まで全部入っている...」
http://blog.goo.ne.jp/takaomorimoto/e/7f149d3fb7df4c902c149a72b1ae6554 … #gbrt

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 37分37分前 
小泉政権はイラク戦争直前に外為特会経由で３８兆円のドル買いを行い、イラク戦争

の戦費となった。後に陸海空自を兵站部隊として出兵させ、自公政権が倒れるまで続

いた。

戦争法制は米国の【資源強奪戦争】に【参戦】する為であり、GPIFによる外債買いも
含めて、銭も命も差し出すという意味だ。

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【拡散】tokaiama 横浜市内で見つかった濃厚汚染干しシイタケは戸塚区舞岡公園で栽
培されていた　http://inventsolitude.sblo.jp/article/8523131.html ……

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
日本年金機構の個人情報漏えい事件、原因を作った犯人は安倍晋三首相だった！2014
年に外部機関の監視を廃止！年金機構の創設は第一次安倍内閣！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6720.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
病院が怖い

http://inventsolitude.sblo.jp/article/93737270.html …
思い出すたびに憤激するのが2011年2月、凍結路でスリップして肩を複雑骨折、運ばれ
た病院で、「院長に口答えしたから出てけ」と歩けないほどひどいのに手術を拒否、

追い出されたこと

磯部という医師だった

永久に治癒不能となった

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
ツイッターで2016年問題を検索すると、ほとんど私の書いた被曝障害大爆発しかなか
ったものが、無数の無意味な2016年問題が出てきて、被曝障害問題を目くらましして
いることが分かる

大半が電通工作員によるものだ

https://twitter.com/search?q=2016%E5%B9%B4%E5%95%8F%E9%A1%8C&src=typd
…

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 

http://blog.goo.ne.jp/takaomorimoto/e/7f149d3fb7df4c902c149a72b1ae6554
http://inventsolitude.sblo.jp/article/8523131.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6720.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/93737270.html
https://twitter.com/search?q=2016%E5%B9%B4%E5%95%8F%E9%A1%8C&src=typd


〔東海村の村上達也・元村長がインタビューで明らかに〕◆　フクイチ事故時、東海

村全村、３万８０００人の北海道移住を検討！　候補地の下見も

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-f25b.html#more …

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
ARE（アジア·レアアース社：三菱化成の実質的な子会社）がマレーシアに残していっ
た放射性廃棄物。水酸化トリウム（半減期140億年）が 200リットル入りドラム
缶80000本。
操業中は環境にも垂れ流し、多くの犠牲者を出している。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/606843587897102336/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 6月4日 
水蒸気の大量噴出が始まっている。この水蒸気は中性子線を発する水蒸気のようだ。

水自体が放射化されている。米国政府の分析は、福島はチャイナ・シンドロームより

も深刻で、破壊された原子炉は格納容器障害の最悪のタイプだという

。http://enenews.com/govt-analysis-fukushima-serious-china-syndrome-worst-type-
containment-failure-all-3-reactors …

amaちゃんだ @tokaiamada · 6月2日 
年金情報流出事件、マイナンバーへの影響を否定！システムは両方で連携も！甘利大

臣

「絶対にこういうことが起こらないように対処」

されたことは一度もないからフクイチ巨大事故が起きた

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6695.html …

mina @applecandyred · 6月2日 
私も甲状腺エコーを、一昨年やった。今年は診てもらってないけど。ときどき、じぶ

んで触診して確かめる。 東京で被曝したとゆうと、たいていポカーンされるけど、現
実であって、真実。むしろ日本島がフクイチ由来で被曝したのにしているのに、なに

もなかったように穏やかな日常が繰り広げられている。

War Is Overさんがリツイート 
tsuto @karrento · 5月29日 
四十代、五十代といった若年層にも、白内障の発症もめだっている。白内障は、チェ

ルノブイリ後にイタリアでも一時多発、被曝の影響として、考えられるもの。宇都宮

あたりの汚染度はイタリアとは比較にならないほど大きい。白内障と言う形で、被曝

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-f25b.html#more
https://twitter.com/cmk2wl/status/606843587897102336/photo/1
http://enenews.com/govt-analysis-fukushima-serious-china-syndrome-worst-type-containment-failure-all-3-reactors
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6695.html


が顕現してきても、何らおかしなことはない。

斜陽の国のミミズク @oldredelephant6 · 5月28日 
斜陽の国のミミズクさんがリツイートしました kichomsan
フクイチ事故後ドラマで喫煙シーンが明らかに増えたのよね。 
＞武田邦彦bot @TakedaKunihikoB · 2012年12月25日 
増え続ける肺がんを何とかして減らそうということを考えている人は、このグラフを

見て考え込むはずです。なにしろこの40年間、喫煙率は2分の１になって、肺がんは
約10倍になっているのです pic.twitter.com/XSIBJk4Z
＞kichomsan@kichomsan 肺がんの原因はタバコじゃ無い。このデータは決定的。おそ
らくタバコは広く撒き散らされた公害物質から目をそらす為に利用さてれい

るRT@TakedaKunihikoB この40年間、喫煙率は2分の１になって、肺がんは約10倍
になっているのです

https://www.youtube.com/watch?v=7DITb1Zmsg0
秋川雅史×手嶌葵　テルーの唄　もののけ姫 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
情報漏えい事件で年金機構を野党議員らが調査⇒今度は違法派遣が発覚！年金のデー

タ入力会社が許可・届出のない別会社に業務委託！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6726.html …

これやってた。現場たちあげの最初の三日間？ぐらいで業務のずさんさにブチ切れて監視の小役

人に喧嘩を売って、即日クビになったｗ

以来、年金なんて、払ってなかった。んだけどなぁ…（－－＃）…★

（「今年１月」、ついに強化された国民監視網に捕捉されてしまった…★）

（逃げ遅れ！逃げ遅れ！逃げ遅れ…！もはや、手遅れ！！）
 
       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=7DITb1Zmsg0
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6726.html


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月6日10:26
札幌に吹く西南からの

異様に冷たい風は有害です。

おそらくフクイチ強制冷却の

汚染冷気が回り込んでる。

(∋_∈)

弱い個体は喘息やヒキツケを

起こします…
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（６月８日）　５１歳の誕生日ッ☆　バイトは休み。予定は銭湯出撃と買い出し。

http://85358.diarynote.jp/201506081029365954/

札幌で、流行らないかなッ♪

2015年6月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　　

おはようございます。０９：０２です。

５１歳の誕生日ッ☆

バイトは休み。予定は銭湯出撃と買い出し。

 
祝宴といきましょうか…♪
https://www.youtube.com/watch?v=c1cTKRMBUoc
Georgian Legend Erisioni -- Mtiuluri 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506081709049597/

た…誕生日なのに、ケーキがない…っ(ToT)
2015年6月8日 グルメ コメント (1)
http://www.mashle.jp/
自然素材の菓子工房　ましゅれ

…しまった！「火曜定休」だと思い込んでた。
（－－；）

「月・火」の2連休になってたのね…
（＾＾；）

（最近「売れてる」らしいし！）

美味しいケーキつくりのために、ゆっくり休んで下さい。

ケーキは来週のお楽しみにしますぅ〜…☆
 

http://85358.diarynote.jp/201506081029365954/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月8日18:41
揺れてた揺れてた┐(’〜`；)┌
東通原発とロッカショが

震度４。(・_・;)

どおりでウチの「過保護霊」団が警戒態勢に入ってます…
(・ω・;)(;・ω・)

降水確率２０％なのにベクレ通り雨に眼球灼かれて視力がおかしいし…(∋_∈)

明日も警戒だよ〜ッ！

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506081909089532/

札幌でいちばん美味しい「ましゅれ」のケー

キは、来週リベンジ！(^。^;)！
2015年6月8日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (7)
ごちそう（？）は食べました。

旨かった！♪　o(^-^)o

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お店の居心地の良さの割には価格帯が手頃で、

美味しくて

長居がしやすくて、

ベクレの少ない浄水がタダｗ

http://www.saizeriya.co.jp/menu/country.php
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サイゼリア

（低予算で「ごちそう」食べたい気分の時にオススメ♪）

（自転車だったので大好きな「グラスワイン百円」はあきらめましたｗ）

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月8日20:07
寝ますぅ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日6:51
地磁気が歪んでる。(・_・;)
三半規管が「まっすぐ」立ってるつもりだと、隣の煙突がナナメに見える…ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日6:55
産廃銀座で古い神社だらけの

栃木県真岡市が震度４。

(∋_∈)
神々の怒りと

ダイオキシンが

舞い散ってんな…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日7:08
外は暴風雨。

バイトは休み。

腹痛悪寒。

寝ます…

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

2015年6月9日13:23
原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 1日1日前 
フクイチだけでも大変なのに、これで茨城核燃軍産原発複合体が再稼働を始めたら、

茨城放出量はフクイチを凌ぐのかどうか、県民は再計算をしてそれでも

「測る、知る、暮らす」なのか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日10:51
…あれ…？（＾◆＾；）…★

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
好決算サイゼリヤで起きていた20代女性「セクハラ自殺」事件 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/161950 …
サイゼリヤの食材は自社農園工場が福島にあり、被曝リスクが高いので行ってはいけない！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月6日8:27
ありゃりゃ…★

AKIRA 2024さんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 3月31日 
サイゼリヤへ行って産地確認したらお米の産地がすべて福島　若者の立ち入り禁止⇒サイゼリヤ

　堀礎社長　福島からのコメの調達は1500トン。http://bit.ly/112sCYP

http://85358.diarynote.jp/
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（６月９日）　バイトは休み。腹痛悪寒。／（６月10日）　今日もバイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201506081909089532/
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日7:08
　

外は暴風雨。

バイトは休み。

腹痛悪寒。

寝ます…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506101055227507/

「強制避難」／福島県HPに１号機・２号機・３号機メルトダ
ウンって／とうとう専門家たちが認めた福島の小児甲状腺がん多

発／中性子線水蒸気で大量死が発生する／二桁に上がったら北海

道は危険。

2015年6月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（前項参照）

https://www.youtube.com/watch?v=Bk19AyeI11o
祝詞.wmv 

おはようございます。０８：２８です。

今日もバイトは休み。（＾＾；）

札幌は、昨日の予報では降水確率０％だったのに、今朝になったら２０％に上がっていて、さら

に２０％に過ぎないのに、再び汚染通り魔雨に襲われているという…
（－－；）

この距離と風向きでもこの悪影響なら、もう、北半球は、

「全滅」してますよねぇ…

…とはいえ、仮に地震とセイカツホゴの後、神奈川の鬼母の家に戻ってそこから首都圏方面に通
勤してたら、「交通マヒによる遅刻と欠勤が多すぎる」という理由で、確実に失職してるな〜…

特務機関NERV @UN_NERV · 8 分8 分前 
【湘南新宿ライン 運転見合わせ 2015年6月10日 8:43】
08:25頃、戸塚駅で信号関係点検を行っている影響で、大船方面行の運転を見合わせて
います。なお、振替輸送を行っています。

特務機関NERV @UN_NERV · 15分15分前 
【横須賀線 運転見合わせ 2015年6月10日 8:43】
08:25頃、戸塚駅で信号関係点検を行っている影響で、現在も久里浜方面行の運転を見
合わせています。なお、振替輸送を行っています。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
北海道でも私の調査で、臨海突端部の襟裳岬や地球岬などで汚染を確認した

おそらく松島金華山　銚子　いすみ　下田　八丈島　伊豆大島　潮岬　足摺岬などの

突端部で強い戻り汚染が起きていると予想する

とりわけ心配なのが八丈島だ

カネがかかるので行けないが、土壌調査が必要だろう

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
女川町尾浦、土壌キロ1500ベクレル
太平洋に吹き飛ばされた放射能気団が海洋高気圧、内陸低気圧による海風で戻り汚染

を起こしたと考えられる問題

実は、太平洋岸のすべての臨海地域で同じ現象が起きたはず

東北から四国まで戻り気団で海沿いが汚染されている

もう一度沿岸部の土壌測定調査必要

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 2時間2時間前 
戸谷真理子さんがリツイートしました 広河隆一
DAYS JAPAN ７月号に、福島県民健康診査でついに数十倍のオーダーで小児甲状腺が
ん多発の特集記事が掲載される模様。甲状腺医の先生方に配って歩きたいね 
　広河隆一@RyuichiHirokawa 
　DAYS JAPAN７月号を責了。特集は、とうとう専門家たちが認めた福島の小児甲状
腺がんの多発。臨床医たちの良心が、原発村の研究医たちに反撃。東電からも一目お

かれるおしどりマコ、ケンの見事な報告。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：06/05 11:42
shantymammy(東京在住) 
こどもが一日中、喉をグホッと飲み込む。『まだ喉いたいの？』と聞くと、『だか

ら言ってるでしょ！のどになんかかたまりがずーっとあるんだよおっ(泣)』６歳。もう
１年以上言ってる。限界だ。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：06/04 12:10
２０キロ圏に数百〜千の遺体か「死亡後に被ばくの疑い」というのがあったけど、

これって津波が到達していない地域だったのかな。爆発直後の新聞記事で、放射線防

護服を着た警察官か自衛官が、まったく破損していない民家に入って、なかの死体を

回収している、と…

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
本当にヤバイから、隠蔽するんだよ。 全部公表したら、パニックが起きて大変なこと
になるからね。 だから騙すし、知ってても騙されるしかないイデオロギー
　http://bit.ly/13a6fjI

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「ダイソー」が禁輸の群馬製コーヒー輸入、商品差し押さえ／台湾　（フォーカス

台湾） 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/187.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
戦争の勝敗を決することもある「後方支援」を破壊すればISは崩壊するが、米国の同盟
国は逆に守る

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201506090000/ …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
なんだ！福島県ホームページに１号機・２号機・３号機 メルトダウンって書いてるじ
ゃないか。（wantonのブログ）
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/192.html …

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
神奈川県横浜市　0.67μSv/h　http://bit.ly/J1r3ai

amaちゃんださんがリツイート 
brown sugar tart @tart_k · 4時間4時間前 
直ちに健康に害はなかったが、今…
https://twitter.com/ats4u/status/608293254136627200/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
福島飯館村、過半数の村民が国の帰還政策に反旗(6/8 東京新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5251.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
福島第一原発事故後の放射性物質汚染によって、生物の生息環境が変わってきてい

ます。

家屋の室内にカビが生えやすくなったとの観察が相次いでいます

http://inventsolitude.sblo.jp/article/139640571.html …

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201506101055227507/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150610/85358_201506101055227507_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150610/85358_201506101055227507_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150610/85358_201506101055227507_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Bk19AyeI11o
http://bit.ly/13a6fjI
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/187.html
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201506090000/
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/192.html
http://bit.ly/J1r3ai
https://twitter.com/ats4u/status/608293254136627200/photo/1
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5251.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/139640571.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
食中毒が増えてきました　岐阜でごま塩おにぎり9千個廃棄です
http://inventsolitude.sblo.jp/article/139521446.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
食品や日用品の円安値上げラッシュが相次ぐ！パン類、文房具、イヤホン、ポリスチ

レン等など！最大で25％アップ！野菜も2割高騰が視野に
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6763.html …
キャベツ一個が300円　インスタントラーメンなら一食分50円で買える
スーパーでは安いものしか売れない

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
米ボストン　消費期限切れ品販売の格安スーパー誕生

http://www.epochtimes.jp/jp/2015/06/html/d24075.html …
いずれ日本でも同じ店ができる

もちろん真っ先に行く

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
韓国ＭＥＲＳ死亡者７人に 大統領支持率も６％下落
http://jp.ntdtv.com/news/13701/%E9%9F%93%E5%9B%BD%EF%BC%AD%EF%BC%A5%EF%BC%B2%EF%BC%B3%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E8%80%85%EF%BC%97%E4%BA%BA%E3%81%AB+%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E6%94%AF%E6%8C%81%E7%8E%87%E3%82%82%EF%BC%96%EF%BC%85%E4%B8%8B%E8%90%BD
…
この種の事件の韓国政府による公式発表は、大半が隠蔽され全体の一割程度の被害に

矮小化される

パンデミック中期には、爆発的な被害の拡大が予想され、死者は三桁になるはずだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
稚内のEスポ、臨界周波数に注目
二桁に上がったら北海道は危険

http://swc.nict.go.jp/radio/index.php

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
アウターライズM9も警告されている青森東方沖に異常
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
個人への弾圧があるので　個人や　漁師の船を写さないでください。弾圧がひどい

です。TWやるときに我々でなく権力側を映してください。昨日も抗議ありました。 /
#EngawaGGcas 辺野古0122 http://moi.st/81266d9

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
「東京の強制避難」日本の状況はますますひどくなっている。結論：放射能を阻止す

る方法はない。政府が東京と周辺地域の居住者ほぼ一千万人の避難を強制することに

なる。政府の緊急対策担当が現在真剣に考慮しているシナリオである

。http://bit.ly/MJpA72

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
安保法案

今日も政権幹部が「憲法学者が憲法違反だと言ってるが、憲法違反でないと言ってる

」と報道されてる。日本には約200名の憲法学者いるらしく、そのほとんどが「憲法違
反だ」と言ってるらしいですね。「いや、安倍さんは憲法違反を犯していない」とい

う憲法学者は、数人しかいないらしい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
口永良部島は

今、思えば、1月29日あたりから噴煙の量がすごかった。それで、収まったかな？と思
ったら大噴火した。火山は予測がつかない。御嶽山の時も「火山性地震が収まった数

日後」に噴火した。異変が急激に収まった時が危ないのかもしれない

War Is Overさんがリツイート 
まゆ 084 @mayu · 9時間9時間前 
図録▽東日本大震災で確認された津波の高さ

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4363b.html …
宮古市田老小堀内7.9メートル
同和野35.2メートル
同青野滝34.8メートル
宮古市・松月31.4メートル
同市・真崎30.8メートル 
https://twitter.com/084mayu/status/608299378277638144/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
おかあつ日記™ @ats4u · 10時間10時間前 
急病人の確率を実績値から導き出すと約０．１％。日本のこの５年間に亡くなった実

績値から導き出される確率が１％。

急病人は実は、氷山の一画だということが、わかるのではないか。

War Is Overさんがリツイート 
おかあつ日記™ @ats4u · 10時間10時間前 
このペースで行くと、２０２０年迄に、日本の人口減少数は、第二次世界大戦で亡

くなった民間人軍人の人数合計２００万人を突破する。 

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
東京から逃げなくてはいけないことに気づいたのは、２０１１年の夏だった。本当は

３１１直後に逃げなくてはいけなかったのだろう。しかしマスコミの隠蔽で騙された

。ネットは当初から正確な情報を豊富な情報を伝えていた。ネットが無ければ、完全

に逃げ遅れていたかもしれない。

War Is Overさんがリツイート 
BOPPO @Boppo2011 · 10時間10時間前 
◆伊豆・小笠原海溝震源の地震／NEWSボストセブン
房総沖30m級津波来る恐れも（2013.11.12の記事）
琉球大 木村政昭名誉教授が2015年までに最大M8.5を予測
フィリピン海Pは柔らかく、津波は東日本大震災より大きい
http://www.news-postseven.com/archives/20131112_225890.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
5月30日の小笠原
マグニチュード8.1の全国を揺らした深発の巨大地震
一歩まちがえたら、あの程度では済まなかったような地震が起こってたわけだ「気象

庁は8日、約40キロ四方の断層が最大で6.6メートルずれ動いたと解析結果を発表」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/608263626047119360/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 11 時間11 時間前 
高湿度が続いています。八丈島。 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
Kid_numos 2014年5月11日 都内
体調メモ

今日は喉圧迫＋顎、歯まで痛む。

最近入浴時、

数回続けて急に意識がなくなった。

睡眠不足では無いはず、

怠くて一日寝てる日がほとんどだから。

右足はずっと痺れてる。

War Is Over @kenshimada · 12時間12時間前 
フランスでは2011年日本からの帰国者220人をWBCで測定、３５％が汚染。大部分が
ヨウ素131。 セシウムは20人、テルル132、ヨウ素132も12人から検出。そのほとんど
が東京近郊に滞在。

http://no-border.asia/archives/15531/2 …

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
セシウムの量だけで考えると、東京23区はキエフよりも汚染程度は強い可能性がある
と判断できると僕は思います。 http://bit.ly/J9RGtd

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前 
チェ ルノブイリ危険避難区域＝130万ベクレル/㎡ 東京＝250 万ベクレル/㎡ 以上 現 在
も上昇中。

飯山一郎 @iiyama16 · 13時間13時間前 
国家権力や原発資本が絶対に知られたくない“フクイチの溶融デブリの再臨界と、そこ
から噴出する中性子線水蒸気で大量死が発生すること”を、飯山一郎だけがモロに書い
ているので、アブナイんだって。（爆） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss06091 …

War Is Overさんがリツイート 
加藤登紀子 @TokikoKato · 13時間13時間前 
今日の雲は、どれも凄い、RT @Siruapoid: これ全部今日撮った雲の写真なんだけど流
石に不気味過ぎてかなりビビってる 
もしかして:地震雲 
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特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【ＪＲ京浜東北線など運転再開】（続き）

また、この区間を並行して走っている、東海道線の東京と熱海の間と、横須賀線の東

京と久里浜の間の上下線もそれぞれ運転を再開しました。

（2015年6月9日 16:29 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2015年6月9日 16:19】
新川崎〜横浜駅間で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、

16:10頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

Lightworker @Lightworker19 · 17時間17時間前 
勤務先で最近同僚３人の姿を見かけなくなった。スタッフに聞いてみると３人とも病

気療養と判明

War Is Overさんがリツイート 
pokuri @pokuri · 21時間21時間前 
pokuriさんがリツイートしました 湘南新宿ライン運行情報【非公式】
湘南新宿ラインの遅延は傘挟まりなんかじゃなくて急病人発生で非常停止ボタンが押

されたせいなんだけど。JR東日本は情報隠してないか？？ 

War Is Overさんがリツイート 
NAK @NA_AK · 6月8日 
先を行く数台で急病人ってそんな放送初めて聞いたな…

War Is Overさんがリツイート 
glousser (はな。いわき→奈良) @kusukusu0525 · 6月8日 
農薬散布する時ってガスマスクみたいなすげーの付けてやるんだよ。お嫁に行った時

にマヂで冗談かと思って「ちょ、お義父さん なにやってんの〜(笑)」ってヘラヘラして
たら隣に元夫が同じ格好で現れて「子供ら連れて家に入ってろ」って言われてビビ

った。

窓を締めて見てた光景に違和感があった

War Is Overさんがリツイート 
草 @Shigerupin3rd · 5月31日 
5/30東京新聞 翁長・沖縄知事インタビュー
「ピエロになっても消されてもいいから言うべきことを言わないと。身を捨てる気持

ちがないとできない。政治家は使い捨て。私のみじめさはなんでもないが、県民のみ

じめさは絶対あってはならない」 
https://twitter.com/Shigerupin3rd/status/604816777202122752/photo/1

コピペしきれないわ…（－－；）…
https://twitter.com/2ch_NPP_info

https://twitter.com/Shigerupin3rd/status/604816777202122752/photo/1
https://twitter.com/2ch_NPP_info


（６月11日）　今日から再び「日常性バイアス」の泥濘にはまってバイト生活です。
／どんどん痩せ食欲も無いし記憶力も無い。

http://85358.diarynote.jp/201506110903211404/

【避難の目安】

2015年6月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございます。０８：１４です。

今日から再び「日常性バイアス」の泥濘にはまってバイト生活です。

札幌は降水確率１０％なのに湿度超高。通り雨も降って油断がなりません。

漫画は１巻の読み返しから８巻まで一気読み。

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=JPY4WfliUAk
進撃の巨人　紅蓮の弓矢【歌詞付き】 

https://www.youtube.com/watch?v=rud0kqtk6jg
進撃の巨人を実写映画にしてみた 

…いや、人類は放射能には勝てませんので…。
（－－；）

逃げましょう。いまだ本州でぐずぐずしている人は、今すぐ、
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海外（含む沖縄＋北海道。※四国はダメ！）まで逃げましょう…。

（もっとも北海道は地震と原発事故、沖縄は台風と津波のリスクがありますけどね…）

特務機関NERV @UN_NERV · 12 分12 分前 
【熊本 天草市の本渡地区に避難勧告】
熊本県天草市は、午前7時45分に本渡地区の1万6089世帯3万8918人に避難勧告を出し
ました。天草市新和地区と合わせて、天草市では1万7476世帯4万2336人に避難勧告が
出されています。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 35 分35 分前 
三陸沖の地震

21時36分：M4.0
23時14分：M4.0
23時21分：M3.5
23時30分：M2.8
23時53分：M2.6
01時15分：M4.0
02時26分：M2.6
06時03分：M2.9
06時06分：M2.8

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【避難の目安】

▼避難指示：直ちに避難してください。

▼避難勧告：避難することをお勧めします。

▼避難準備情報：避難の準備をしてください。また、お年寄りや身体の不自由な方

など、避難に時間の掛かる方や不安な方は早めに自主避難をしてください。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
減らぬ線量、黒い袋の山が積み上がり「飯舘に本当に帰村できるのか」(6/9 河北新報)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5252.html …
福島県は人類滅亡の日まで人間が住めない！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
茨城のおとうさん！　東日本大震災で茨城県内の原子力施設149の建屋で被害が発生
　MPの表示も消えましたよ
http://inventsolitude.sblo.jp/article/139665125.html …

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5252.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/139665125.html


思い出すのが東海村量子ビーム前　GM計が突然警報　表土で3μを超えていた

キロ20000ベクレルの土壌汚染

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
三国峠から越後湯沢にかけての放射能汚染は想像を超えるものです

今でも関越、湯沢付近で車内測定器が１μSvを軽く超える
ときには数十μを表示することもある

湯沢も苗場も、ひどく汚染されている

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
自分が一時的に所属している組織や、過去に所属していた組織。住んでいるというだ

けの市町村や自治体への熱狂的で偏執狂的な帰属意識はいったいなんなのか。それが

他校や他県との競争で燃え上がるのは一種の集団催眠やヒステリーの一種だと思う。

オリンピックでさえそう感じる。

War Is Overさんがリツイート
msyun @zzsuzumebatizz · 8時間8時間前 
米国債が暴落中ですね。為替も動きが激しい。ヘッジファンドの活躍が始まるかな？

@BabiThird @kurieight 今夜は今のところNYダウが上がっていますが、これが最後の
上げになるかもしれませんね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
そもそも海外で「マグニチュード5.0」を超えたら、大地震ですよ。国によっては、建
物が崩壊し、死者が多数でる。だから震度じゃないの。（地震の規模＝マグニチュ

ード）を必ず確認する癖をつけて「マグニチュード6.0：震度2」でも『あ〜すげえ、大
きな地震が起こった」と思わないと後悔するよ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
戦争って「喧嘩」だと思ってる人がいるけど、そうじゃないよね。ビジネスだよね「

こういう戦争をおこせば、これだけ、国は儲かる＝国益」こういう戦争もあると言う

事ですよね。そのプロがアメリカだ。敗戦国の日本は、そのアメリカ様の「ビジネス

戦争の片棒」をかつぐために安保法案を作ろうとしてる

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
3.11の時は
そんな大きな震度の前震は起こってないからね。震度2とかの回数が多く、人によって
は気づかない。そんな油断の中、マグニチュード9.0：震度7が起こった。3.11の前の（



マグニチュード値）を注視していたら、ヤバイと警戒できる 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/608620603768119298/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
ビデオは、マクドナルドのハンバーガーを

1989年に買った男の話だ。
20年経っても、
まだハンバーガーは腐らなかった。

今や彼は、「非腐敗性ハンバーガー博物館」を

地下室に持つに至っている。

これは永久に腐りそうにない！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a49b57dce000c58a65ca0fa2e7680a68 …

War Is Over @kenshimada · 11時間11時間前 
フクイチ事故直後、作業員1万人近くが白血病が発症した際に労災が降りる基準値
年5mSvを超える被爆を受けていた。
いまや一般人でも年20mSv以内なら安全とされる状況下では完全無視されるのだろう
か

https://twitter.com/pecko178/status/400458039246864384/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
skawa03 2014年3月1日
ハワイの海は

もう汚染されてしまった。。。

と、ハワイに住んでいる友人が

7年ぶりにカリフォルニアに
帰って来る事になった。

驚いた(ﾟoﾟ;;
ハワイから、

同じ理由で引っ越す人が出ているそうだ。

War Is Overさんがリツイート 
m-take @takeonomado · 12時間12時間前 
製薬会社のを辞めたのは、

「今の製薬会社は人を助ける為の薬じゃなくて、人をダシにして儲けるための薬を作

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/608620603768119298/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a49b57dce000c58a65ca0fa2e7680a68
https://twitter.com/pecko178/status/400458039246864384/photo/1


ってる。その副作用とかひどいもんだ」

と思ったから。

カフェを始めて10年になるが、自分がカフェを、奥さんが建築家という、今の生活に
心から満足している。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
Kid_numos 2014年5月8日 都内
私が体調悪いって言うと

それも放射能？って疑いの目で見てた職場の人

最近、体調大丈夫？って

周りで急死や体調不良が多いのに

気付いたかな

本人自身

どんどん痩せ食欲も無いし記憶力も無い

ついにはこの前ガイガー貸して、って　

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
YutakaYoshioka 2014年6月7日
除染目標が0.6μSv/hだったら、
無人のプリピャチの街は除染なしで住めるなー。（棒） 
https://twitter.com/neko_aii/status/608601338784546816/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
チューリップ 2015 @tulips · 14時間14時間前 
チューリップさんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
津波で壊滅していない沿岸に、かなりの数の遺体が並べられていた。かなりの高線

量だったと。その映像は二度と出ないし、そのことに触れられることもない。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
川内原発

計画では８月中旬に１号機を再稼働。

「原子力規制委員会は１０日、九州の川内原発２号機について、再稼働の最終段階と

なる使用前検査を開始した」

詳細（http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150610-00000510-san-soci …） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/608488026440794112/photo/1

https://twitter.com/neko_aii/status/608601338784546816/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150610-00000510-san-soci
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/608488026440794112/photo/1


宇宙天気ニュース @swnews · 21時間21時間前 
[記事] 600km/秒の高速太陽風が続いています。Cクラスのフレアがあちこちで発生して
います。 http://swnews.jp #swnews

amaちゃんださんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 23時間23時間前 
本当だ、まぎらわしくて危険。→年金情報流出 今度はお詫び文書で“詐欺をアシスト”の
お粗末「〈改めてご連絡申し上げますので、お待ち下さい〉／詐欺集団が「先日お手

紙した件ですが……」と言ってアプローチしてくれば…」日刊ゲンダイ
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160609 …

neko-aiiさんがリツイート 
うちゃか @sayakaiurani · 24時間24時間前 
友達が今朝赤ちゃんを産んだ。でも、耳が3つで緊急手術。「覚悟してたけど、どっか
でまさか自分の子がって思いはあったし、こんなにわかりやすく奇形になるのはやっ

ぱショックだな」と。そんな友達は福島県民。私も散々言ってきたけど写真見せられ

たらやっぱりショックだった。

それにつけても絶対に「立体機動」のあのスピード感はあり得ない…！ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
【MAD】進撃の巨人OP　紅蓮の弓矢歌詞付き 

クライマーの人たちは、苦笑してるに違いない…ｗｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=oBmq-UqSxRE
Tree Climbing 

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【上海映画祭で「進撃の巨人」上映中止】

上海国際映画祭の「日本映画週間」で予定されていた人気アニメ「進撃の巨人」の上

映が急きょ中止に。

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
日本では普通の火山の寿命は10万年くらいはある。
#その普通は本当に普通ですか

http://swnews.jp/
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160609
https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
https://www.youtube.com/watch?v=oBmq-UqSxRE


https://www.youtube.com/watch?v=xVcYH3Fsdwg
Shingeki no Kyojin 進撃の巨人 Attack on titan Jiyuu no tsubasa 自由の翼 Cosplay CMV 

力作ｗｗｗｗ

現にいま地球が滅びつつあるというのに…

平和だな、オマエラの脳…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=cDKI3_pLPcs&list=PL1p5VN2uqUcEWLSgLHkXnIiagFJX84Ckp
エヴァ主題歌メドレー(仮) 

（１しか観てないｗ）

War Is Overさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 6月4日 
水蒸気の大量噴出が始まっている。この水蒸気は中性子線を発する水蒸気のようだ。

水自体が放射化されている。米国政府の分析は、福島はチャイナ・シンドロームより

も深刻で、破壊された原子炉は格納容器障害の最悪のタイプだという

。http://enenews.com/govt-analysis-fukushima-serious-china-syndrome-worst-type-
containment-failure-all-3-reactors …

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月11日10:34
札幌の湿気すごいです。

(∋_∈)
微量ですが「金属蒸気」混入。

https://www.youtube.com/watch?v=xVcYH3Fsdwg
https://www.youtube.com/watch?v=cDKI3_pLPcs&list=PL1p5VN2uqUcEWLSgLHkXnIiagFJX84Ckp
http://enenews.com/govt-analysis-fukushima-serious-china-syndrome-worst-type-containment-failure-all-3-reactors
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


体調不良者が増えると思います。

 



（）　一番恐ろしいのは脳神経細胞の長期的損傷と劣化。知らないうちに脳が破壊され
、記憶力や判断力が衰え、正常な思考力が保てなくなる。

http://85358.diarynote.jp/201506120032117385/

水に溶け込み骨に結びついて死ぬまで被曝が続

く／膵炎を起こし内蔵が溶ける。これを日本政

府は熱中症と呼んでいる／警戒レベル引き上げ

ました。

2015年6月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=YQmTWCT3Jm8
Kenji Kawai Concert - ’Seven Swords’ / ’Battle of Wits’ 

事実は上映中止漫画よりも奇行種なり…。
（－－；）

War Is Overさんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 21分21分前 
稚内も朝ツイートしたように、短時間のＥスポ、茶柱ノイズ（地震性・火山性ノイズ

http://85358.diarynote.jp/201506120032117385/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150612/85358_201506120032117385_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150612/85358_201506120032117385_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150612/85358_201506120032117385_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YQmTWCT3Jm8


の片鱗）が見られました。07:30の画像を再掲。引き続き、東北以北ご注意ください。
SuperDarnの黒塗りノイズもあり、北東北以北は特に要注意です。 

Lightworker @Lightworker19 · 53 分53 分前 
全身倦怠・疲れやすいと訴える人がもっとも多く、続いて、 のどの痛み、脱力感、
頭痛、下痢、食欲不振の順 症状別にみてみると「風邪を引きやすくなった」が最も
多く、次いで咳・痰「体がだるい」、眼精疲労、肩こり・首の痛み、頭痛、イライラ

の順。http://bit.ly/1nAFRuY

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
☆日本は終了しました☆　

https://twitter.com/Lulu__19/status/441559570326892544/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
【拡散】kaignong　原発事故の映画を撮ろうとしてた若松孝二監督がタクシーにはね
られて死亡。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3 時間3 時間前 
名無し：2015/06/11(木) 20:49 ID:XXXXXXXX
浅間山二酸化硫黄排出量激増

ここ三日で５００ｔから１３００ｔへ約３倍増

https://www.youtube.com/watch?v=99jsUZ_pnpM …
何らかの圧力が高まっている

箱根山群発と三陸沖群発

全部つながっているな

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
大きな地震の「前兆現象」でなければ良いなぁと思ってること。

昨日の夕方、海上保安庁から緊急配信された「千葉沖で、水深が2〜3m減少してる地点
が多数ある」というもの。　この後、三陸沖と千葉沖で地震が連発してる。ちょっと

心配ですね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
北海道：硫黄山（アトサヌプリ）

摩周湖と屈傾路湖の間に位置する活火山。6月4日〜7日にかけて群発地震のあった（釧
路地方）エリア。　19時ごろの噴気の状態。

http://bit.ly/1nAFRuY
https://twitter.com/Lulu__19/status/441559570326892544/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=99jsUZ_pnpM


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
浅間山（噴火警報・予報）

気象庁：6月11日 16時05分発表
「本日、二酸化硫黄の放出が1700トンと急増。　11日15時30分に噴火警戒レベル2に
引き上げました」詳細（http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150611160512.html
…）

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
【拡散】cmk2wl 木下黄太ブログ　その後、フランスに行くと、フランスでの反応はも
っと凄まじい状態だったそうです。日本に向けられている眼は残酷なまでにシビアな

感じです。「彼らは、チェルノブイリを経験しているから、全然甘くかんがえてない

んです。」こう彼は話します。

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
避難しようともがいて、でもなかなか出来なかった時、一番辛かったのは「何故避難

しないの？」の一言だった。だから絶対他の人にはその言葉は言わない。何の金銭的

補償も無く、家族の猛反対の中、説得して避難は困難を伴う。被曝して意識が正常で

無くなる中必死で考え逃げて来た。その事を分って欲しい

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
まさかこんなことが起こるはずはないと思いこむことによって，頭が非常事態である

という認識に切り替わらない状態　　＝　正常性バイアス　http://amzn.to/wU85J8

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
蓮見唯香 @YUIKA322 · 9時間9時間前 
「除染なでしこ」現在21〜63歳の女性が夏場もヘルメットにマスク、手袋、長靴、長
袖の完全防備で土の剥ぎ取りや草刈り、フレコンバッグのタグつけなどの作業。安倍

政権の女性の輝ける職場ってコレ？担い手不足の職を金に困ってる女で穴埋めした

だけ 
https://twitter.com/YUIKA322/status/608878668950032384/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
雨雲レーダーでみる雲の動きと、線量上昇が一致してきた。

https://twitter.com/cmk2wl/status/608860110253740032/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11時間前 
【拡散】福島原発がヤバい。周囲の汚染濃度が一晩で６５５７倍に

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150611160512.html
http://amzn.to/wU85J8
https://twitter.com/YUIKA322/status/608878668950032384/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/608860110253740032/photo/1
http://bit.ly/1hdk2lF


　http://bit.ly/1hdk2lF

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
今、被曝の主役はセシウムでなくストロンチウム９０である

原子炉にはセシウムと同量あったが、気化温度の違いから汚染が遅れてやってくる

それは水に溶け込み骨に結びついて死ぬまで被曝が続く

糖尿病をもたらし、神経細胞を損傷、激昂しやすくなり不用意な事故を頻発させるよ

うになる

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
放射線、放射能被曝による人体の障害は、絶対に回復しない、二度と取り返しがつか

ないのが特徴だ

一番恐ろしいのは脳神経細胞の長期的損傷と劣化

知らないうちに脳が破壊され、記憶力や判断力が衰え、正常な思考力が保てなくなる

だからチェルノブイリ周辺では数年後から凄まじい事故が激増した

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
【拡散】埼玉県三郷市の植え込みで91万9100ベクレル／m2もの数値を記録している
　http://bit.ly/18gn8hg

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
イットリウム90が膵臓(すい臓)に行って膵炎を起こし内蔵が溶ける。
これを日本政府は熱中症と呼んでいる。

http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
突然すい臓が溶ける？恐ろしい「急性すい炎」の実態

その症状は 以下の通り。
・上腹部の激痛

・悪心、嘔吐

・背部痛

・発熱

・下痢

痛みが酷く、寝ても立ってもいられないというのが、すい炎発症者からよく聞く特徴

です。http://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20120428/Biranger_39356.html …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 16時間16時間前 

http://bit.ly/18gn8hg
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/
http://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20120428/Biranger_39356.html


名無し：2015/06/11(木) 01:36 ID:XXXXXXXX
喉異物感(または違和感) でツイート検索するとべらぼうにヒットする。

飯山一郎 @iiyama16 · 6月9日 
国家権力や原発資本が絶対に知られたくない“フクイチの溶融デブリの再臨界と、そこ
から噴出する中性子線水蒸気で大量死が発生すること”を、飯山一郎だけがモロに書い
ているので、アブナイんだって。（爆） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss06091 …

un志水　満 @tennsi21 · 6月9日 
“フクイチ”で新たな恐怖！ 海外の研究者や政府関係者が不安視、苛立つ最悪の「地底
臨界」危機進行中？② http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=303485&g=131208 …：天然の原子炉になる可能性も、大量の地下水
が流れる福島第一原発の地質構造も共通した条件〜 
https://twitter.com/tennsi21/status/608246562406297603/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
Akemi @akemizk06512 · 6月9日 
いつも思ってた。自主避難っていったいなに？って。誰も自から好き好んでそれまで

の生活を全て手離すようにして新しい土地に移ったわけなんかじゃない。原発が爆発

した。矛盾だらけの国や自治体の対応、募る不信感。避難を選択せざるを得ないと思

う原因を作ったのはいったいどこのどいつだというのか。

https://www.youtube.com/watch?v=S05fS_V3Ros
傀儡謡 陽炎は黄泉に待たむと（中文字幕）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss06091
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303485&g=131208
https://twitter.com/tennsi21/status/608246562406297603/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=S05fS_V3Ros


（６月12日）　バイトは中番。／多死社会だとシステム側は言い張るでしょうが。
2011年からなんですよね。

http://85358.diarynote.jp/201506120845307110/

どれくらいの線量の気流が来ればヒトが死ぬか

／「政府は情報を隠している」／地震保険料19
％値上げ／はじめに殺られんのは子供達だ。

2015年6月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。０７：５９です。

札幌は久しぶりの！晴天。

明日はまた雨の予報で（－－＃）

昨日ナマガワキだった洗濯物を、せっせとひっくりかえして天日に当てています。

バイトは中番。

んなわけで家事中のＢＧＭはマカレナだったんですが、

ＰＣ一曲目は、何故かコレ。（アニメは観てません。）

https://www.youtube.com/watch?v=E5IIus4r-GQ
Kenji Kawai - Mezame no Hakobune - 百禽 HYAKKIN 

まぁ地震に関しては「地球はロシアンルーレット」状態ですね。
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いつ、どこで、なにが、起こるか…
ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=I1BJzKy8TbE
Avalon - Kenji Kawai - Log In 

amaちゃんだ @tokaiamada · 32 分32 分前 
最近、本人の知らないうちに勝手にインストールされる地雷アプリが増えています

この十日ほどだけで、反原発派の三名が地雷を踏んで表示を変えられているのを確認

しています

設定からアプリを見直して、見知らぬアプリがあったら削除するようにしてください

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
この数日の地震発生状況

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …
2011年3月9日頃の発生状況に似ている
http://www10.plala.or.jp/gpw/earthquake/data/quake201103_zantei.htm …
このときはM7.3と余震だったが

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
米国政府の専門家：米国で測定された福島からの放射能の驚異的なレベル。通常の50
万倍(ENENews)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/205.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
毎日少しずつ放射性物質を吸わせたらどうなるか　日本人の挑むこの壮大な実験

http://inventsolitude.sblo.jp/article/140343619.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
どれくらいの線量率の気流が来ればヒトが死ぬのか

http://inventsolitude.sblo.jp/article/140034599.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
首都直下地震の確率が上がり、地震保険料19％値上げ(6/4 東京新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5254.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
３月１２日早朝、浪江町の吉沢正巳さんの牧場に、福島県警の通信隊が来て、牧場の

一角に「ヘリからの原発サイトの空撮映像を受信、県警災害警備本部に中継する通信
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基地」を設置した。その日の夕方、「撤去命令が出たので引き揚げ」——「ここにい

ない方がいい。政府は情報を隠している」との警告を残し

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
たった３年間で、若い美女から老婆になってしまった女性。２３歳（左）２６歳（右

）

http://www.epochtimes.jp/jp/2015/06/html/d46744.html …
被曝症状に似てる

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
小豆島・両親殺害の無職長男はイラク派遣の“帰還兵”だった 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/160646 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
奴隷労働法成立！

＜同一労働同一賃金＞自民、公明、維新３党が法案修正案了承

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150611-00000095-mai-pol&pos=4 …
安定した労働条件の企業が消えるのだから、日本人は生活の安定のために企業に就職

するという価値観を抜け出すしかない

もう企業は、あなたを使い捨てするだけだ

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 
[速報] C4.5 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、6月12日02:26 JST (11
日17:26 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
太平洋岸各地の湿度が上昇してきました。

http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/index.html …

War Is Overさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 7時間7時間前 
ペッコさんがリツイートしました 
チューリップ

原発のコメント(原子力ムラに都合の悪い)をしたアナも解説者も痴漢冤罪や、地方に飛
ばされていますね。マトモに解説する人が残っていない。 

War Is Overさんがリツイート 
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ペッコ @pecko178 · 8時間8時間前 
ペッコさんがリツイートしました 
見てました。NHKは慌ててカメラの方向を変えましたね。
https://twitter.com/2015tulips/status/609019415011573761 …
ペッコさんが追加

このツイートはありません

War Is Overさんがリツイート 
ナットポチ 100 @Natto · 8時間8時間前 
どうして東京と神奈川、何となく線量上がって来ているのだろう？雨も降っていない

のに。

War Is Over @kenshimada · 8時間8時間前 
War Is Overさんがリツイートしました おかあつ日記™
多死社会だとシステム側は言い張るでしょうが。2011年からなんですよね。

宇宙天気ニュース @swnews · 8時間8時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C7.0 の小規模フレアとなり、X線強度は、6月12日00:19
JST (11日15:19 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 8時間8時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C8.7 の小規模フレアとなり、X線強度は、6月11日23:37
JST (11日14:37 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

War Is Overさんがリツイート 
ゲスの極み牡馬。 @baniku_hetaress · 9時間9時間前 
電車乗ってるんだけど同じ両で突然おじさんが血を流して倒れた

くっそこわい

盈月 @mitsuki_ab · 10時間10時間前 
福島、癌の発症率は61倍に上昇！国立癌研究センター長！ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=303824 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
集団的自衛権が、どーだとか言ってる時に、
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「自衛隊は、あくまでも、後方支援だ」とか、あべくんが言ってるけど、戦場で、し

かも陸上戦なら、まずは「後方」の雑魚から攻撃を受ける。戦場の鉄則だ。　多くの

軍事評論家も「最前線を殺る前に、まずは雑魚の後方から殺る」と指摘してますよね

。

War Is Overさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 10時間10時間前 
関東地方の火山活動が一斉に活発化してきており、浅間山の活動が活発になったとし

てレベル２に引き上げられています。

地震の発生と火山性ガス（二酸化硫黄）の噴出量が６月８日には一日あたり５００ト

ンだったものが、１１日には１７００トンに急増した。やばいな、浅間はヤバい。

War Is Overさんがリツイート 
野比野蒜孤 @DeathWithering · 11時間11時間前 
この「放射能はそんなに怖くありません。だって、日常生活に支障はないでしょう？

多少の不調はあれど気の持ちようだよ」みたいな空気が心底恐ろしい。各交通機関に

おける急病人や若い人の突然死を見よ。目を背けるな。我々は確実に被曝の犠牲とな

っているのだ。

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
Mクラスに達するフレアの発生は、5月6日のM1.9以来と1ヶ月ぶりです。前回のM1.9フ
レアは、その前日(5月5日)に発生したX2.7大規模フレア(
http://swnews.jp/2015/swnews_1505060912.html … )の後の活動でした。 #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 14時間14時間前 
[速報] M1.0 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、6月11日17:55 JST (11
日08:55 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

War Is Overさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 14時間14時間前 
葬儀社のスタッフに線香の灰の放射線量の話をした。実際にその数値を見て驚いて

いた。遺族はもちろんだが葬儀社のスタッフにとっても自身の健康に関わる重要な問

題だと捉えていた。さっそく会議にかけますと言っていた。

War Is Overさんがリツイート 
Laruo★ @Shanti_61_a · 19時間19時間前 
周囲で起き始めている 「原因不明の症状、急病人、急死」に関して、ホの可能性を見
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ないよう、触れないようにして しか意見しない。
事実を直視しない度合いが

最早異常に感じる

宇宙天気ニュース @swnews · 6月10日 
[記事] 600km/秒の高速太陽風が続いています。Cクラスのフレアがあちこちで発生して
います。 http://swnews.jp #swnews

War Is Overさんがリツイート 
ヒルやん @kiha205 · 6月10日 
ヒルやんさんがリツイートしました 
めいちゃん

核実験だけで無く、茨城には核施設が山ほど在ります。東海原発は初代の原発だし。

癌や免疫疾患が茨城では多く、医者自身がそれを認めてます。

耳鼻科も多いです。私は子供の頃から副鼻腔炎です。遺伝かも。

兄弟は膠原病です。空気と土がダメ！ 

cmk2wlさんがリツイート 
BQN @BQN_2015 · 5月18日 
【三田茂医師の印象的なことば】2015.5.17那覇
問題なのは「空気」である

プルトニウムは飲んでも平気、だけど吸ったらアウトだと専門書にも書いてある

つまり、飲食に気をつけていても（内部被ばく防御には）限界があるということ

https://www.youtube.com/watch?v=T6waT0gfmdw
映画　日本沈没主題歌　Keep Holding U 

amaちゃんださんがリツイート 
コルシア・デイ・セルヴィ書店 @Padre_David · 11時間11時間前 
原発がなければ地域は成り立たないという原発立地地域ヘ #corsia 
https://twitter.com/Padre_David/status/492631555483787264/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns
アーバンギャルド - あした地震がおこったら 
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https://www.youtube.com/watch?v=-AV1DZXUTh4
坂本美雨 鉄道員 

War Is Overさんがリツイート 
matsu @SlowSlowSurf · 2月9日 
原発がぶっ壊れて吹っ飛んだ時、ああこの国のシステムはぶっ壊れてんだなって思

った。ぶっ壊れたシステムに必死にしがみついてた奴らが、認めたくないから国の出

す情報を信じ、放射能をばら撒いた。食べて応援とか言って。

なああんたら気が付いてんだろ、はじめに殺られんのは子供達だって。

https://www.youtube.com/watch?v=-AV1DZXUTh4


（６月13日）　バイトは遅番。／正社員を解雇し、その解雇した正社員を派遣とし
て雇ったドイツの大手ドラッグ「シュレッカー」。社会的に、政治的にも、その人事手
法が批判を浴び、結局倒産。

http://85358.diarynote.jp/201506130914537896/

可愛すぎるんだけど‼�
2015年6月13日 りす＠齧歯類。
　　

可愛すぎる…♪

War Is Overさんがリツイート 
JIN3.にこ@6/13映画 @lovelive_jin3 · 21時間21時間前 
そういえば朝ローソンにカモさん親子がいたんだけど、可愛すぎるんだけど‼�
定員あれからどうしたんだろう。 
https://twitter.com/lovelive_jin3/status/609189675631161344/photo/1

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506130926481807/

近づいたら数分で死にます／福島原発の「トラ

ブル」は報道しない／最大４０００万人の国外

脱出・移住必要。

2015年6月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
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おはようございます。０８：２１です。

バイトは遅番。曇りですが降水確率６０％。

空気は異臭充満。線量上昇中…
（－－＃）

バス通勤かな？

とにかく原稿を書きますぅ…

https://www.youtube.com/watch?v=gPuEFn2ezxM
E-Rotic - Thank You For The Music (ABBA Tribute) Full Album 
ＣＤでこれ聴いて起きて、

原稿ＢＧＭとして DANCING QUEEN だけ貼りたかったんですけど、
バラのが無い…☆
（＾＾；）

なんか南半球？いや赤道周辺地帯か？が、

ウゴウゴうにょうにょ…

地震マップ @eq_map · 26分26分前 
【M4.7】SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 501.2km 2015/06/13 07:01:10 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1C3H0RW (USGS)http://j.mp/1ThJlUl

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � Sangir, Sumatera Barat 
【M4.8】SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 53.6km 2015/06/13 04:54:23
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JOOWwP (USGS)http://j.mp/1ThDaQ6

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.2】ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 42.1km 2015/06/13 03:29:29
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JKNwVQ (USGS)http://j.mp/1JKNxc4

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � Kota Marudu, Sabah 
【M5.2】SABAH, MALAYSIA 12.4km 2015/06/13 03:29:16JST, 2015/06/12
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18:29:16UTC
(G)http://j.mp/1JKMzfX (USGS)http://j.mp/1JKMzfZ

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � Papua New Guinea 
【M4.7】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 55.8km 2015/06/13 02:39:39
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1f78l0F (USGS)http://j.mp/1GjllJq

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 �
【M5.1】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 48.5km 2015/06/13 02:30:14
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1dBu13U (USGS)http://j.mp/1FPkYEg

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.8】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 48.1km 2015/06/13 01:39:20
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1IOju32 (USGS)http://j.mp/1IOju35

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M6.3】SAMOA ISLANDS REGION 28.7km 2015/06/12 20:07:04JST, 2015/06/12
11:07:04UTC
(G)http://j.mp/1TgbbjO (USGS)http://j.mp/1TgbbjQ

宇宙天気ニュース @swnews · 19 時間19 時間前 
[記事] 東端から現れた2367黒点群で活発にフレアが起きています。 http://swnews.jp
#swnews

https://www.youtube.com/watch?v=cNKqBWlfc24
E-Rotic - Give Me Delight 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 29 分29 分前 
名無し：06/12 22:35
ボランティア活動訪問（宮城県）をこれまでに3度経験
http://blog.goo.ne.jp/yumi-kobe2/e/cc576317b9f0e949d9ac227b113925d9 …
東北行きから帰った直後から…１５kgくらいやせた…体調不良に気づいて受診して、

http://j.mp/1JKMzfX
http://j.mp/1JKMzfZ
http://j.mp/1f78l0F
http://j.mp/1GjllJq
http://j.mp/1dBu13U
http://j.mp/1FPkYEg
http://j.mp/1IOju32
http://j.mp/1IOju35
http://j.mp/1TgbbjO
http://j.mp/1TgbbjQ
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=cNKqBWlfc24
http://blog.goo.ne.jp/yumi-kobe2/e/cc576317b9f0e949d9ac227b113925d9


甲状腺に異常が…

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 31分31分前 
名無し：2015/03/15(日) 16:42 ID:XXXXXXXX
数日前のＮＨＫラジオ第一で福島産食えと強制的な番組やってて、関東圏の外食とス

ーパーの弁当の米は、ほとんど福島産を使っていると大々的に報じていた。理由は一

番仕入れが安いからだそうな。

War Is Over @kenshimada · 42 分42 分前 
「クスリで死んでも医者は副作用死ではなく病死として処置」

「医者が仕事をやめると世の中が平和になる」

「医者が医療行為の9割をやめて、救急医療にだけ降り組めば、人々の健康は間違いな
く改善されるだろう」 
（ロバート・メンデルソン）

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
核燃料輸送車からの放射線量がすごい 並走で軽く毎時1マイクロシーベルト超過 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/215.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
日本年金機構で更に情報漏えいか！？年金機構のパソコン、国内外２０以上のサーバ

ーと不審通信！４２都道府県で漏えい確認も

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6801.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
浅間山、小規模噴火の恐れ…火山ガスが急増(6/12 読売新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5255.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
日本の外交官、首都・東京を含む東日本の最大４０００万人の国外脱出・移住の必要

性と、北方領土の移住先としての返還を、ロシア側に打診　/　２０１２年春、ロシア
外務省が部内レポート　/　中国政府が日本側に提示した
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-c0e4.html#more …

War Is Overさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
11日21時台の日向灘M3.1を最後に二日間発生が止まっている

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/215.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6801.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5255.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-c0e4.html#more


嵐の前の静けさ現象

ほぼ行徳収束と同時、経験則から明日か明後日、超大型発生の疑いがある

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

War Is Overさんがリツイート 
うめぴ @umepi630 · 5時間5時間前 
準夜勤終了時、外は一面真っ白な霧で、どーんと重たい空気。湿度が異常に高い。

これじゃ準夜だけで5件も入院がくるわけだ。

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【拡散】2ch_NPP_info 40代後半の知人が歯槽膿漏で歯がボロボロらしい。当方も歯が
欠けたり虫歯が何本もいっぺんにできた。どうも被曝の影響が身近にも及んできたよ

うで気が滅入ってる。たかが歯、だけど痛いし治療は面倒だし、骨もイカレてるんだ

ろうな。

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
被爆隠し＞今日のＪチャンネル「花粉症で失明、失神のおそれ」

War Is Overさんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi · 6時間6時間前 
国内財政と景気が悪化する一方で、安倍政権は日本で製造した兵器を購入する諸外国

に資金援助や贈与までするそうです。安倍総理になってから日本が平和の国ではな

くなっています。

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
デマを流していた張本人は読売新聞と文部科学省だった　 http://bit.ly/19pQsUd 　
https://twitter.com/Lulu__19/status/397355293287280640/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
まぁ、いずれにしても

こういう福島原発で起こってる「綱渡り状態」の事も、報道機関へは、その度に緊

急メールが送られていても、ラジオもテレビも新聞も、福島原発の「トラブル」は、

もはや報道していないので、十分にご注意下さい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
更に言えば

耐久年数５年と言われてる無数の「汚染水タンク」は崩壊し、ドミノ倒し状態で汚染

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://bit.ly/19pQsUd
https://twitter.com/Lulu__19/status/397355293287280640/photo/1


水は漏れ出す。これは皮膚表面を破壊するほどのベータ線。そうなったら人間は、近

づけなくなる。今も水をかけて溶け落ちた燃料を冷やしてる状態。これが出来なく

なる。あとはグーグル先生に聞いて下さい

War Is Overさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 8時間8時間前 
@ishtarist ホで胸痛、頭痛、急激かつ一時的高血圧、下痢、しびれ、目まいなどが出る
ように。

分子生物学者さんによると、ＤＮＡ修復に関わる２００あまりのＤＮＡのうち、１つ

欠ける人はいくらでもいるそうですが、複数欠けると、化学物質や放射線への感受性

が高まるそうです。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
よく考えなくても凄い事が起こってんですよね

「1〜3号機の溶けた燃料。今もわかりません。近づいたら数分で死にます。どう
する？」こういう事故。試算は40年だけど「永遠に無理」と指摘されてる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000031-jij-soci … 

War Is Overさんがリツイート 
オレンジ＠あまママで給食活動中 @orangema_ma · 18時間18時間前 
岐阜県土岐市の核融合研究所へ電話した。H28年度の終わりに実験スタートの予定だ
って。決まったら少し前に告知はするそう。

War Is Overさんがリツイート 
原発廃止・廃炉・被曝防護・・情報 @Registro_info · 6月3日 
2000年から10年間で伊方原発が放出したトリチウム合計552兆ベクレル・・通常稼働
でも原発は放射能を出している・・38回目四電本社前再稼働反対 抗議レポ 3月29
日（金）高松　http://lituum.exblog.jp/20219914/

War Is Overさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 6月2日 
@ST0NES @TEPCO_Nuclear@meti_NIPPON 
全国殆どの県でも放射線量が急上昇！！

http://new.atmc.jp/#d=w 
千葉北部でも東京でも、トリチウム靄が。そんな中出勤。

ここ数日「緑の蒸気」の継続送出のせいか。

全国が呑み込まれてる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000031-jij-soci
http://lituum.exblog.jp/20219914/
http://new.atmc.jp/#d=w


https://www.youtube.com/watch?v=SWxfKEIvnF0
AMV - E-Rotic - Dark of the Night

War Is Overさんがリツイート 
TrinityNYC @TrinityNYC · 5時間5時間前 
TrinityNYCさんがリツイートしました 鮫島真子
まったくだ。こういうバカげた言説（？）をいまだに口にする人がいるとしたら、日

本にはRape Cultureがあると言われても言い返すことはできないね。「Rape Culture」
というフレーズを知らない人は英語ウィキペ見るといい。 
　鮫島真子@age3plus 「中東だったら女はレイプされる。だから日本の女は恵まれて
いるんだぞ」みたいな言説は「本来女はレイプされて当然の存在だが」という言説を

前提にしていないと成り立たない。そんなつもりはないと言われても、海外の悲惨な

男尊女卑社会と自分を同化していなければこういった言葉は出てこない

War Is Overさんがリツイート 
ANGUS　あんがす　 @leharuya · 8時間8時間前 
RT @Keikolein 正社員を解雇し、その解雇した正社員を派遣として雇ったドイツの大
手ドラッグ「シュレッカー」。社会的に、政治的にも、その人事手法が批判を浴び、

結局倒産。社会を歪ませる事態を徹底的に糾弾、社会を正常に保つメカニズムが欧州

にはある。日本は？　@tim1134

War Is Overさんがリツイート 
ささきりょう @ssk_ryo · 6月11日 
今回、なぜそこまで派遣法の成立を急ぐのか。これは業界からの要請なのは分かる。

では、なぜ業界は急ぐのか。それは「１０．１問題」だろうね。この日までに今回の

派遣法案を施行させないと、期間制限違反の違法派遣が問われるからね。だから急い

でいる。違法なものを合法にするために急ぐわけだ。

https://www.youtube.com/watch?v=-Dy8kRy1MaA
E ROTIC Freedom 

War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 3月18日 

https://www.youtube.com/watch?v=SWxfKEIvnF0
https://www.youtube.com/watch?v=-Dy8kRy1MaA


本当かも？

@Laputa_z @sohbunshu
安倍首相「ツイッターやフェイスブックを使うのに使用手数料を払っている」国会で

答弁。https://youtu.be/qk4R8eX34d0 
↓

資源エネルギー庁のネット工作員仕様書 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/578144082012176384/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=yK8pJvERmx8
Cosmic Gate with Eric Lumiere - Run Away (Alexander Popov Radio Edit) 

https://www.youtube.com/watch?v=8h3Cj9nrR28
mythos 音源
 

https://youtu.be/qk4R8eX34d0
https://twitter.com/hopi_domingo/status/578144082012176384/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=yK8pJvERmx8
https://www.youtube.com/watch?v=8h3Cj9nrR28


（６月13日＋⒕日）　「色々プチ厄日」続行中。

http://85358.diarynote.jp/201506132304229965/

ぷち厄日でございました…(∋_∈)
2015年6月13日 日常 コメント (1)
まぁ目くじら立てるほどじゃ

ないけど。(-"-;)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月13日23:13
ダメ。今日、もう、無理。

(-"-;)

…寝ますぅ…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506140915294564/

【トリガー訂正あり】「どれほどの人々が発病

したり死んでいくのだろう。表面的には原発と

は関係ないという体を装って。」

2015年6月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

http://85358.diarynote.jp/201506132304229965/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201506132304229965/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150613/85358_201506132304229965_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201506140915294564/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


おはようございます。０７：５３、を観ましたが、

「色々プチ厄日」続行中。

（－－；）

特に、カランカランに不吉なほど強い太陽光線の攻撃下で、嫌になるほどギラギラと晴れわたっ

たイキナリ真夏日超過になりそうな札幌の空気の、異様に「焦げ臭い」化学兵器的物質充満っぷ

りと、水道水の蛇口をひねっただけでノケぞるほどの金属異臭で、絶望感とめまいでグラグラ

です…
…（－－；）…

気分で音楽は昨日みつけたコレをもう一回。

https://www.youtube.com/watch?v=FK_LnOtn12c
Celtic Music - Night Of The Wolf 

地震マップ @eq_map · 9分9分前 
【M4.2】HOKKAIDO, JAPAN REGION 349.0km 2015/06/14 07:38:29JST, 2015/06/13
22:38:29UTC
(G)http://j.mp/1GlsjxA (USGS)http://j.mp/1Glslpi

地震マップ @eq_map · 26分26分前 � 北海道 猿払村 
【M5.1】宗谷地方 深さ309.2km 2015/06/14 07:38:33
(G)http://j.mp/1L7sCAB (Y)http://j.mp/1GlqXTG (アニメ)http://j.mp/1ec6GXD

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 芽室町 

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150614/85358_201506140915294564_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150614/85358_201506140915294564_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150614/85358_201506140915294564_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FK_LnOtn12c
http://j.mp/1GlsjxA
http://j.mp/1Glslpi
http://j.mp/1L7sCAB
http://j.mp/1GlqXTG
http://j.mp/1ec6GXD


【M4.0】日高山脈 深さ126.4km 2015/06/13 08:59:38
(G)http://j.mp/1IAxZVq (Y)http://j.mp/1FZqh38 (アニメ)http://j.mp/1GDgaHB

おっ♪　これも良い曲だな…♪
https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4
Celtic Music - Wolf Blood 

これ最高！ｗｗｗｗ

https://twitter.com/nonuke_sakebi

War Is Overさんがリツイート 
mmkid @MORIMORIKIDS · 11時間11時間前 
駅や電車での急病人がさらに深刻化　血まみれの人や血だまりの目撃例多数 　阿鼻叫
喚の始まりか http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/217.html … ：ウクライナ以上
の汚染地東京がこうなるのは自明。地価暴落で世界恐慌を恐れる一派が隠し続けてい

るが、それも来年終わる

War Is Overさんがリツイート 
كالم زاغلا  عانق  �� S 5 @A23M2001Y · 12時間12時間前 

そもそも、電車内の急病人のツイートをRTしはじめた昨年の12月の頭では“急病人”で
検索するだけでえらい数のツイートがヒットした。それが割と早いうちに“急病人”だけ
ではヒットしなくなった事に気づいた。それについてはツイートした。検索機能が改

悪されてるとね。

War Is Overさんがリツイート 
にゃんこ宙返り @qpqp5573kkz · 18時間18時間前 

いつまでこんな平穏そうな日々が続くのか。今でも電車内での急病人多発など兆候は

現れているけれど、これから更に顕著になるだろう。どれほどの人々が発病したり死

んでいくのだろう。表面的には原発とは関係ないという体を装って。

勿論、自分が無事で済むとも思っていない。

http://j.mp/1IAxZVq
http://j.mp/1FZqh38
http://j.mp/1GDgaHB
https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4
https://twitter.com/nonuke_sakebi
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/217.html


https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
【MAD】進撃の巨人〜紅蓮の弓矢〜
 

https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM


（６月⒕日）　髪の毛を染めるということは、自分の甲状腺を捨てるに等しい。／皆少
しずつ頭がぼーっとしてきてるよ。

http://85358.diarynote.jp/201506140934071489/

毛染めは甲状腺を捨てるに等しい／志布志のおそろしい毒水／事

故から5年〜7年後に強制移住／津波はアメリカ西海岸で高さ30m
。

2015年6月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0
2 Hours of Dark Music 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 秒8 秒前 
6月14日
四国で（7秒差）の地震
4時15分17秒：徳島県（マグニチュード3.4　深さ9km）
4時15分24秒：高知県（マグニチュード2.8　深さ5km）
13日12時33分には：伊予灘（マグニチュード3.1　50km）

特務機関NERV @UN_NERV · 1 分1 分前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 竜巻注意情報】

http://85358.diarynote.jp/201506140934071489/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150614/85358_201506140934071489_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150614/85358_201506140934071489_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150614/85358_201506140934071489_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0


鹿児島県（奄美地方を除く）は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況にな

っています。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全

確保に努めてください。

この情報は14日09:30まで有効です。

Lightworker @Lightworker19 · 26 分26 分前 
NHK職員2人がデング熱に感染！　http://bit.ly/1uBNpkq 　

War Is Over @kenshimada · 37 分37 分前 
チェルノブイリ事故の被曝者をずっと診察してきた医師が指摘するのは、被曝者のほ

ぼ全員が「中枢神経障害に罹る」という事実。脳の機能低下・知能の低下・無気力症

状という形で表れ、自殺も増加した。問題なのは、これを「自分自身が気がつかない

」ということ。

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
非常に多数の軽度の障害、つまり、わずかなホルモン不足や、わずかな分化異常で、

なるべき人間になれなかった人たちも由々しき問題。医学者として診てきた障害を生

々しく書くのは嫌なことです。ですがまだまだ放射線障害の被害を甘く見ていると思

います。http://bit.ly/19dibVx

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 2 時間2 時間前 
【拡散】 福島県では、１２％も死亡率が上がった。－この１年－　http://bit.ly/16aBxgf

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
長寿のはずの沖縄でなぜか“若死に”が目立ってきている (低気温のエクスタシーbyは
なゆー) 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/218.html …
福島産食材の多くが沖縄に移送されている結果

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
韓国でMERSウイルスの流行が止まらない！感染者は計１３８人、初の４次感染も！韓
国政府は車からの薬剤散布等で対応するも

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6818.html …

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
精神科に近づくな。向精神薬は麻薬と化学式がほとんど同じで飲んでいるうちに自殺

http://bit.ly/1uBNpkq
http://bit.ly/19dibVx
http://bit.ly/16aBxgf
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/218.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6818.html


祈願が出て廃人になるぞ！！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
避難指示、２年以内に解除〜現行の住宅支援策は全て打ち切りか

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1927 
ベラルーシとウクライナでは、事故から5年〜7年後に強制移住区域を大幅に増やし１
８０ヶ村が無人になった

居住する子ども達が次々に死んでいったからだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
相馬野馬追い祭場地の汚染が「放射線管理区域の３倍」だという取材動画発見。

http://mak55.exblog.jp/21874531/ 
今、野馬追いの馬事公園の土にEMを加えて測定してるが、キロ4300ベクレルから、ま
るで減らない

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
事故から7年後！
チェルノブイリ事故後、０．２８μSv以上の放射線量の村が全て廃村に
チェルノブイリから１８０キロ圏内のほとんどの村が消えた

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cc974 …
事故７年後あまりに多くの子供達が甲状腺癌やリンパ癌にかかり村が閉鎖させられた

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【拡散】YagasakiKatsuma 「体内に入った放射性微粒子が鼻の粘膜にくっつけば鼻の
粘膜が集中して被曝する。外的にキズはないのに多量の鼻血をもたらす。目ではわか

らない小さなキズがいっぱい作られている。下痢や血便なども、β線など局所的に集中

した被曝」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
Kid_numos 2014年3月18日 都内
甥っ子中2の話
クラスメイトが

皆少しずつ頭がぼーっとしてきてるよ

僕も。先生もそう

他の子は

気付いて無いんじゃ無いかな

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1927
http://mak55.exblog.jp/21874531/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cc974


皆前より頭の回転が遅くなって

ぼーっとしてたらもう授業終わっちゃった、

みたいな感じらしい。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2015/03/21
山形空港 毎時０．９６μSv
https://www.youtube.com/watch?v=FLX8uYOjpQA&feature=youtu.be …

火山たんさんがリツイート 
鹿児島・吉留直人 @NaotoYoshidome · 11時間11時間前 
今日は鹿児島雨です

桜島の火口から聴こえてくるいつもとは少し違う音

火口内でストロンボリ式噴火を起こしている事で

凄まじい音がしている様です。

写真でご覧いただくと火口を飛び出してくる溶岩も確認できます。

#桜島 #火山 
https://twitter.com/NaotoYoshidome/status/609695507905032194/photo/1

火山たんさんがリツイート 
鹿児島・吉留直人 @NaotoYoshidome · 10時間10時間前 
今は小刻みに噴火を繰り返している様ですが

この噴火が急に止まった時、要注意です...
前回2日噴火しなかった時の事
おかしいなと思っていたらドカーンときたわけです

長期的に噴火が止まれば山体膨張はさらに悪化しそう

#桜島 #火山 
https://twitter.com/NaotoYoshidome/status/609704369219436545/photo/1

火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前 
ハワイ諸島の島々はかつて噴火していた火山なんだけど、どうやら構造が不安定らし

くてたまに山体崩壊を起こすらしいんだよ。オアフ島はかつての島の3分の1が崩壊し
て海中に約4000立方kmもの土砂が流れ込んだらしいんだよ。その時に起きた津波はア
メリカ西海岸で高さ30mと推測されるとか…

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=FLX8uYOjpQA&feature=youtu.be
https://twitter.com/NaotoYoshidome/status/609695507905032194/photo/1
https://twitter.com/NaotoYoshidome/status/609704369219436545/photo/1


【鹿児島県（奄美地方を除く） 竜巻注意情報】
鹿児島県（奄美地方を除く）は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況にな

っています。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全

確保に努めてください。

この情報は13日18:00まで有効です。

宇宙天気ニュース @swnews · 16 時間16 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.3 の中規模フレアとなり、X線強度は、6月13日16:29
JST (13日07:29 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
髪の毛を染めるということは、自分の甲状腺を捨てるに等しい。

甲状腺を守る為に　http://togetter.com/li/540755

Lightworker @Lightworker19 · 18時間18時間前 
首都東京が内部崩壊していく。汚染の強いところはやはり死亡者数の伸びが大きいこ

とが分かる。http://bit.ly/16aDMjK

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【福岡管区気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年06月13日
14:43】
九州北部地方（山口県を含む）では、１３日夜のはじめ頃にかけて光化学スモッグが

発生しやすい気象状態となるところがあるでしょう。屋外での活動に十分注意してく

ださい。

War Is Overさんがリツイート 
Greenpeace Japan @gpjTweet · 19時間19時間前 
たった1種類の害虫、アブラムシを退治するために。青梅では住宅地の梅の木にネオニ
コ系農薬を散布

→https://www.facebook.com/GreenpeaceJapan/posts/1006289029403705 …
使用される「アセタミプリド」はEUでは子供の脳や神経の発達に悪影響を与えると指
摘されています 
https://twitter.com/gpjTweet/status/609589738480119808/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 19時間19時間前 
政党助成金で借金2億5千万円を返済。元側近議員である「新党改革」　

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://togetter.com/li/540755
http://bit.ly/16aDMjK
https://www.facebook.com/GreenpeaceJapan/posts/1006289029403705
https://twitter.com/gpjTweet/status/609589738480119808/photo/1


宇宙天気ニュース @swnews · 20時間20時間前 
[記事] 2360黒点群でCクラスのフレアが続いています。太陽風は高速です。
http://swnews.jp #swnews

cmk2wlさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 20 時間20 時間前 
さすが！cmk2wl氏。志布志の水の酷い硝酸態窒素濃度をズバリと指摘されました。そ
のとおりです！ RT @cmk2wl: 【志布志のおいしい湧き水】ナチュラルミネラルウォ
ーター　酷い硝酸態窒素濃度でした。【おいしい金魚水】に名称を変えたほうがいい

かも。

amaちゃんだ @tokaiamada · 21時間21時間前 
政府が国際線乗客のクレジットカード番号を提出させる目的は何だ？

プライバシーを真っ向から破壊！　まるで徴兵制のようだ

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201505/2015050800817&g=pol …

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【大阪管区気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年06月13日
10:21】
大阪府、兵庫県南部では、局地的に光化学スモッグが発生しやすい気象状態になる見

込みです。屋外での活動に十分注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
三陸沖の群発地震は収まってきました

2日間で30回以上、プレート境界で地震が起こってたけど、12日は5回。13日は（5
時51分：M3）の1回
ただ、震源がずれて、5時56分：M4.6→
（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150613055955395-130556.html … 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/609518056155430912/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 6月12日 
駅や電車での急病人がさらに深刻化　血まみれの人や血だまりの目撃例多数 　阿鼻叫
喚の始まりか 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/217.html …

http://swnews.jp/
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201505/2015050800817&g=pol
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150613055955395-130556.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/609518056155430912/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/217.html


War Is Overさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 6月12日 
仮設住宅で気管支喘息が悪化。

http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20150612/5504131.html …
カビとの因果関係を調査するそうです。

カビが原因なんですか？そうですか。

War Is Overさんがリツイート 
新聞読むな！小沢一郎・亀井静香日本救え！ @lllpuplll · 6月6日 
総務省のサイトで、都道府県別の救急車による搬送人員数をみると、首都圏や大都市

で増加し続けています。食べて応援の効果？

@kmatsui4533：電車で吐血ておいおい、急病人の増加傾向が消防庁とグーグルトレン
ドで一致する。 
https://twitter.com/lllpuplll/status/602845430951464960/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
中村彰伸 30 @_nobu · 5月24日 
今にも倒れそうなロレロレした口調で、「急病人の介護の為、発車が5分程遅れます」
とアナウンスする車掌。

多分、次に急病人で遅れる時の「急病人」は、その車掌な気がする。

そんなJR山手線池袋駅。

War Is Overさんがリツイート 
放射能汚染・内部被曝情報 @radioactive_SOS · 5月22日 
駅構内で路上で頭から血を流して倒れている人がいるとの報告を最近時々目にする。

殴られたのでなければ卒倒し頭や顔を床にぶち当てたに違いない。卒倒する人は自分

自身気づかず90度直角に地面にぶっ倒れるようだ。チェルノブイリ事故以降の旧ソ連
地域でも意識喪失による昏倒は１割の住民が経験した。

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版

http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20150612/5504131.html
https://twitter.com/lllpuplll/status/602845430951464960/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A


（６月⒕日）　腸は第2の脳。／寝ない。キレない。暴れない。…それ以上は、たぶん
ムリ。

http://85358.diarynote.jp/201506141118118361/

本日の目標。(-.-;)
2015年6月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

寝ない。

キレない。

暴れない。…(^_^;)…

それ以上は、たぶんムリ。

(∋_∈)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日11:19
頭痛、めまい。倦怠絶望感。

(∋_∈)
2011年３月10日頃の
体調に似ている…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506142224584610/

浮気なうｗ／日本人は、なんだかんだいって買

っちゃうからいけない。僕は三菱（軍需）の車

http://85358.diarynote.jp/201506141118118361/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506141118118361/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150614/85358_201506141118118361_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201506142224584610/


は選びませんし、麒麟ビール（三菱グループ）

も飲みません」／「いま、イミあるか話してる

時点でイミあるんじゃない？」

2015年6月14日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！
https://www.youtube.com/watch?v=Ll74Rtnj-Yg
Berryz Kobo『愛はいつも君の中に』
(Dance Shot ver.)(Mirrored)(Normal Speed) 

いやもう、「誕生日３連休」でまったりしまくった後の４連勤の、

さらに後半２日がプチぷち厄日…（－－；）…☆

ってことで、札幌に漂着して以来「ビールは札幌クラシック！」に限る！

というマイルールも覆して浮気。ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

…う〜ん…（＾＾；）…

浮気ってのは、やはり、あくまでも、

「本命の良さを再確認するため」の行為だな…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=rB-3xhVD4qo
Berryz工房 愛はいつも君の中に (Ai wa Itsumo Kimi no Naka ni) (Full MV 480p) 

思わず買ってしまったシングルＣＤの

インストバージョンもとても勇壮でお気に入りなんだけど…
悠宙舞には見つからないかな…☆

カラパイア @karapaia · 23分23分前 
【RT900UP】 腸は第2の脳。腸に関する10の豆知識
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52193845.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/610077999258554368/photo/1

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150614/85358_201506142224584610_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ll74Rtnj-Yg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://www.youtube.com/watch?v=rB-3xhVD4qo
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52193845.html
https://twitter.com/karapaia/status/610077999258554368/photo/1


貼るよね…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=XMXgHfHxKVM
Shingeki no Kyojin 進撃の巨人 OP / Opening - "Guren no Yumiya" - Linked Horizon 

…被曝の影響が顕著に「容貌に」出ちゃってますね…（ＴへＴ；）…
https://www.youtube.com/watch?v=vMu8fkSu4QI
愛はいつも君の中に

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
堀江努 @tachi_agarou · 5月14日 
@komatsunotsuma 日本人は、なんだかんだいって買っちゃうからいけない。
僕は三菱（軍需）の車は選びませんし、

麒麟ビール（三菱グループ）も飲みません

買うからのうのうと生き延びる、不買に限る。

不買運動は選挙と同じ大切な意思表示だと思っています。

なんか今日一日（昨日からかな？）、聴きたかった曲…
https://www.youtube.com/watch?v=vwj_KPtasBM
疾風ザブングル FULL 

War Is Overさんがリツイート 
DJ Karaage粉 @adisomak · 6月2日 
警察にいちいちつっかかってるんじゃないよ。国会周辺での集会が終わって駅へ向か

おうとして、警察に通せんぼされる。他の通行人は通ってる。「なぜ私を通してくれ

ないのか」とたずねると、警察は「この集会に参加した人は通せない」と平然と答

える。これを容認していたら、一体どんな社会になるの。

https://www.youtube.com/watch?v=VVzFAhhV3WY
乾いた大地／串田アキラ_戦闘メカ ザブングル ED 

https://www.youtube.com/watch?v=XMXgHfHxKVM
https://www.youtube.com/watch?v=vMu8fkSu4QI
https://www.youtube.com/watch?v=vwj_KPtasBM
https://www.youtube.com/watch?v=VVzFAhhV3WY


War Is Overさんがリツイート 
chibiym @chibiym · 6月12日 
お前絶対日本製じゃないだろ 
https://twitter.com/chibiym/status/609205864008777728/photo/1

検索おまけ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
銀河漂流バイファム 

https://www.youtube.com/watch?v=W4CjzMjcM8U
サイボーグ009　誰がために 

https://www.youtube.com/watch?v=-VgmLKidDj4
海のトリトンOP

War Is Overさんがリツイート 
Tomica 阿部悠 @Tomicajpn · 4時間4時間前 
チャラい男の子がデモみて「こんなんイミあんのぉ？」って言ってたんだけど、その

友達が「いま、イミあるか話してる時点でイミあるんじゃない？」みたいに返してて

感動した。

War Is Overさんがリツイート 
鈴木　耕 @kou_1970 · 7時間7時間前 
渋谷の宮下公園にやって来た。若い人たち中心の「戦争立法反対デモ」だ。まだ、開

始にはだいぶ時間があるけれど、もう1000人以上の若者たちが集まっている。若者が
立ち上がることは、安倍政権がもっとも嫌がることではなかろうか。

https://www.youtube.com/watch?v=4dLzTIJ1PJw
【MV】 リトルダンサー／セカイイチとFoZZtone [Official]
 

https://twitter.com/chibiym/status/609205864008777728/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
https://www.youtube.com/watch?v=W4CjzMjcM8U
https://www.youtube.com/watch?v=-VgmLKidDj4
https://www.youtube.com/watch?v=4dLzTIJ1PJw


（６月15日）　今日は休み。／首都圏反原発連合とやらは、何処に消えたんだろう。
ファミリーエリアを作り、子供連れでデモに行って、被曝させたことの補償はするわけ
ないよね！！

http://85358.diarynote.jp/201506151003282613/

ＮＨＫ「今の原稿、使っちゃいけないんだ

って！」

／規制庁HP 記事削除／「パソナを儲けさせるための派遣法
改悪」。

2015年6月15日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)

聴いた聴いたこのセリフ！

リアルタイムで…（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=LDhfDqmfEJU
【歌詞つき】 LOVE(live ver) / FoZZtone [official] 

あらためまして、おそようめございます。

０９：０８です。今日は休み。

http://85358.diarynote.jp/201506151003282613/
http://85358.diarynote.jp/201506151003282613/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506151003282613_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506151003282613_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506151003282613_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LDhfDqmfEJU


（＾＾；）

天気は蒸し暑い薄曇り。心身低め堅調。

予定は終日「部屋から出ない」で…
ＰＣと原稿と動画と漫画と…気が向いたら衣替え作業と、洗濯・洗髪。
（＾＾；）

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3 分3 分前 
名無し：06/14 13:11
帰還基準を年50ミリシーベルトに（チェルノブイリの10倍）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000046-asahi-soci … 
2017年3月までに年20ミリ（避難指示解除準備区域）と年50ミリ（居住制限区域）の
避難指示を解除し帰還。

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 6 分6 分前 
武器売るぜ〜！

https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/610245446007590912/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7分7分前 
名無し：2015/06/14(日) 15:59 ID:XXXXXXXX
政治家子女が続々と入社 フジに安倍首相甥、産経に麻生氏甥等
http://news.infoseek.co.jp/article/postseven_328053/ …

Lightworker @Lightworker19 · 12 分12 分前 
【拡散】k2cyan □NHKは炉心溶融を知っていた!!　【 NHKは皆様の受信料で、嘘を放
送しており ＮＨＫ 「今の原稿、使っちゃいけないんだって」
via Shelby http://shelby.tv/video/youtube/8r4K-xOjGQ/ ……

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 48分48分前 
名無し：06/14 22:44
モクモク頻度は明らかに増えてると思いますよ

増えてるというか頻繁になってる様な印象ですね

　名無し：06/15 07:42:
モクモクはこれまでもあったが、こんな風に去年の12月からずーっと異変が続く
のは、2011年の事故直後以来。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：06/15 00:20

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000046-asahi-soci
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/610245446007590912/photo/1
http://news.infoseek.co.jp/article/postseven_328053/
http://shelby.tv/video/youtube/8r4K-xOjGQ/


震災直後の4月、東京都内のバーにてバーテンダーから聞いた話。そこのバーのお客さ
んの友達(キャバ嬢)が福島出身で、
「(その友達が)弟と父が死んで今急遽福島に帰っている。300人くらい死んでる」
「津波じゃないんですか？」「津波じゃない」

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 1 時間1 時間前 
こういうこと。

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450276629768454145/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
t11 @tetsuro11 · 1時間1時間前 
t11さんがリツイートしました 講釈師A(絶望中)
やっぱり異常ですよね。報道なにびびってるんだ！ RT @hanayuu: @tokaiamada 〔今
朝のテレビニュース〕　東京MXテレビだけが昨日の「反戦デモ」を報じたとの東京都
民からの情報　

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
東京都江戸川区上篠崎３丁目付近で高放射線量　〜9.9μSv/h超　http://bit.ly/J1qi11

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
釈由美子 NHK収録中に左くるぶしはく離骨折　http://bit.ly/19Uobrs

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2時間2時間前 
（阿修羅掲示板コメント）

事故当初の（福島の）避難指示区域の住民は、犠牲者を、どのように、何所へ埋葬し

たのか、あるいは埋葬しなかったのか、この辺の解明が、被曝遺体処理のヒントを与

えてくれるかもしれない。

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/228.html#c6 …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：06/15 06:15
２０キロ圏に数百〜千の遺体か 「死亡後に被ばくの疑い」←ウソ？
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/228.html …
#危険な急性被曝死の市民は重機などで海岸に運ばれて重ねて並べられた

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
【拡散】チェルノブイリでは、300〜400km圏内の方が、100〜200km圏内よりも病気

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450276629768454145/photo/1
http://bit.ly/J1qi11
http://bit.ly/19Uobrs
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/228.html#c6
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/228.html


の発症が多かった。廃村が多いのもその地帯。空を舞って遠くまで飛ぶものの方が、

粒子が細かい。組織に入り込みやすく、より深刻な症状を引き起こす。野呂美加

amaちゃんださんがリツイート 
香取ヒロシ☆Hiroshi @EG_Hiroshi · 2時間2時間前 
香取ヒロシ☆Hiroshiさんがリツイートしました 性(sing)　水原紫織
@tokaiamada 【拡散】ついにやった！
住友金属鉱山が、公式サイト内のフェロニッケルスラグ成分表から主成分「SiO2」（
シリカ）を抹消！

４６〜５８％を占める主成分を消した。重大すぎる。

シリカ粉塵の有害性を認めた。

　性(sing)　水原紫織@sei_ongakukouko @EG_Hiroshi 住友金属鉱山は黒木被告裁判
終結前、有害物通知義務シリカがフェロニッケルのスラグの主成分であることを公式

サイトから削除

http://www.smm.co.jp/business/refining/product/fnickel/ …
http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/file/42-sds-aneihou.xls … 

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
福島の甲状腺ガン報道を続けていた「報道ステーション」ベテランのディレクターが

自殺ということについて。　http://bit.ly/1ttyqf2

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
ドイツ国際放送(DW)は、ISISが“闇市場の石油”や“人質の身の代金”によって補給されて
いるのではなく NATO加盟国トルコ国境を越える一日何百台ものトラックによってシ
リアに運びこまれる何十億ドルもの価値の補給を得ていることを実証する初めてのビ

デオ報道を放映した

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「パソナを大儲けさせるためには派遣法改悪が必要なのだ。維新への幻想は捨てるべ

きだ。：兵頭正俊氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17601.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
『放射性ヨウ素は今も発生している！』経産副大臣が「特定避難勧奨地点解除通告」

をした翌日に発表！そのまま地点解除、その後、規制庁HP記事削除。
http://mak55.exblog.jp/21876393/

http://www.smm.co.jp/business/refining/product/fnickel/
http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/file/42-sds-aneihou.xls
http://bit.ly/1ttyqf2
http://sun.ap.teacup.com/souun/17601.html#readmore
http://mak55.exblog.jp/21876393/


amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
福島、避難区域の川にアユ放流　漁再開目指し、富岡川(6/13 共同通信)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5259.html …
川魚はカルシウムを濃縮するということはストロンチウム90を濃縮する
濃縮率は数百万倍　ストロンチウムばかりの汚染鮎になるだろう

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【拡散】被爆医師は今も闘う 死ぬほどだるいと訴える全身衰弱　http://bit.ly/1gS36fa

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
海外ロングステイ　１１年 最多１４１万人　被災地から移住も　http://bit.ly/ZKBgMT

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
【拡散】k2cyan 首都圏反原発連合とやらは、何処に消えたんだろう。ファミリーエリ
アを作り、子供連れでデモに行って、被曝させたことの補償はするわけないよね！！

サヨウナラ、策略連合さん！！！！

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
３１１以降、簡単に足を攣りやすくなった。しかも異常に痛いし…。びっこを引かな
いと歩けないぐらいの状況。セシウムは筋肉に溜まると言われているが怖い。心筋に

も溜まると心筋梗塞か…。これも１００ベクレルという甘すぎる食品基準が原因か…
政府マスコミは殺人鬼か？

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
【拡散】karrento　事故から3年　放置される東京の放射能汚染、総武線沿いのスカイ
ツリーが見える荒川河川敷で2.315μSv/h

War Is Overさんがリツイート 
prometheus @prometheus2054 · 10時間10時間前 
で年収６００万以上の若者はというと…。
全体のたった３％未満。しかも年収200〜600万未満だけで9割以上を占めてる。
つまり1990年以降に生まれた日本の若者は、ほぼ全員が最低4年以上の「タダ働きの刑
」に”強制的”に処せられる。 
https://twitter.com/prometheus2054/status/610095929618665472/photo/1

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 12時間12時間前 
やめて 

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5259.html
http://bit.ly/1gS36fa
http://bit.ly/ZKBgMT
https://twitter.com/prometheus2054/status/610095929618665472/photo/1


https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450695567031558144/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 6月13日 
都内急病人の著しい増加は4年前の初期被曝と継続した内部被曝により極端に免疫力が
低下したところに、4月からF1で噴き出している放射性水蒸気を吸引したからに違い
ない。

放射能の影響は累積されて出てくる。

チェルノブイリは5年後からだったが、東京はもう始まったようだ。

War Is Overさんがリツイート 
Papipupepo @ememe_amogano · 6月13日 
電車をはじめとした公共交通機関がさらに急病人で止まるようになったら、そのうち

経済マヒしてくるんじゃん。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
沢田研二の「我が窮状」（わが9条）をいま一度
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/673.html …

War Is Overさんがリツイート 
くろすけ 55 @kurosuke · 13 時間13 時間前 
おしどりマコ「ドイツも、警察も酷いし、政治家も酷いし、企業も酷いし、裁判もフ

ェアーではないことが多いし、報道も自分の国の酷いことは報じない、日本と同じだ

。でも、日本とドイツの大きい違いは、市民が怒ることだ。」

http://kingo2.blog.fc2.com/blog-entry-4.html …

https://www.youtube.com/watch?v=1kPQfl_gukk
【全部俺の笛】リコーダー多重録音で DQ シリーズ の曲を色々つなげ

       
 

コメント

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450695567031558144/photo/1
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/673.html
http://kingo2.blog.fc2.com/blog-entry-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=1kPQfl_gukk


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日10:04
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日21:16
Lightworker @Lightworker19 · 26 分26 分前 
ＮＨＫ受信料解約申込が９万件超に　http://bit.ly/1p1XOWa
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（６月15日）　勤務先で最近同僚３人の姿を見かけなくなった。スタッフに聞いてみ
ると３人とも病気療養と判明。

http://85358.diarynote.jp/201506152132585261/

郡山市が全滅する／群馬県沼田市！…ナニが起こった…ッ!?

2015年6月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=sKfNLqS_3-c
星めぐりの歌 

（関東が突風で線量急上昇…って…、まさか、【核爆発】とか…？？？？）

特務機関NERV @UN_NERV · 27 分27 分前 
【東北地方 気象情報 2015年06月15日 20:16】
東北地方では、南部を中心に１５日夜遅くにかけて雷を伴った激しい雨の降る所があ

るでしょう。低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水、竜巻などの激しい突風、落雷

、ひょうに注意してください。

amaちゃんだ @tokaiamada · 34 分34 分前 
本日、朝から夕方までのラドン

珍しくラドンのピークが確認できません

Bi214=609KeV(305Ch) 

http://85358.diarynote.jp/201506152132585261/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506152132585261_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506152132585261_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506152132585261_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sKfNLqS_3-c


Lightworker @Lightworker19 · 48分48分前 
勤務先で最近同僚３人の姿を見かけなくなった。スタッフに聞いてみると３人とも病

気療養と判明

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【群馬県 竜巻注意情報】
群馬県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は15日20:30まで有効です。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
年間50ミリシーベルトの被曝を強要する決定をした安倍晋三が、放射能汚染イノシシ
を安全だとデマカセを言って市場に出さないはずがない！

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150205-00010001-agrinews-soci …

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 1時間1時間前 
イノシシ　冷凍庫に満杯　処分費用負担ずしり　先行き見えず狩猟者苦悩　福島県相

馬市（日本農業新聞） http://headlines.yahoo.co.jp/hl?

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
政府は、放射線量が年５０ミリシーベルト以下の居住制限区域（避難住民約２万３

千人）と同２０ミリ以下の避難指示解除準備区域（同３万１８００人）を１７年３月

までに解除し、住民が帰れるように

http://www.asahi.com/articles/ASH6C7J65H6CULZU00Z.html …
これは安倍政権による国民への殺戮、宣戦布告です！

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
＜原発ＡＤＲ＞栃木７０００人申し立てへ　東電賠償の対象外

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150615-00000033-mai-soci …
岩手、茨城、群馬、千葉、東京も同じように汚染がひどい

東電の賠償額は、地球のすべての資産を集めても無理

これから海洋汚染賠償だけで数千兆円

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【前橋市 ３地区で被害情報】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150205-00010001-agrinews-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl
http://www.asahi.com/articles/ASH6C7J65H6CULZU00Z.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150615-00000033-mai-soci


前橋市危機管理室によりますと、前橋市西大室町で家の屋根が突風で飛ばされたとい

う情報が入っているということです。

また、上大屋町では自転車置き場の建物も飛ばされたという情報が寄せられたほか、

富田町でも倒木の情報が入っているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【群馬県内各地で突風被害相次ぐ】

１５日午後、群馬県の伊勢崎市や渋川市など各地で突風が発生し、車が横転して乗っ

ていた女性が軽いけがをしたほか、公園のフェンスが飛ばされるなどの被害が相次い

でいます。

http://nerv.link/Ym7h9n

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
06月15日 17時31分ごろ
震源地（日本海：福井県沖）（マグニチュード4.0　深さ355.3km）の地震。

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 3時間3時間前 
過酷

“実際の戦闘を想定し陸上自衛隊の訓練の中でも最も過酷とされる「レンジャー訓練」
が１５日から福島市などの山中で”
自衛隊のレンジャー訓練始まる

http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6054617311.html?t=1434357881985 …
“山中の草木をかき分けて行進” 
https://twitter.com/Tanisennzo/status/610367678763503618/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
やがて人々を下痢と倦怠感が襲った。男たちが心臓病で突然死しはじめた。朝、自宅

を出て数歩歩くとばったり倒れて死亡する若者が続出した。子供たちはぼーっとして

るだけで動かず、積極性のない子供が増え、それは大人にも増えていった。

　http://bit.ly/1vxraAn

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
衝撃の事実　郡山市が全滅する危機　http://youtu.be/PZLzQ8Vi1OE

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月15日 16:49】

http://nerv.link/Ym7h9n
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6054617311.html?t=1434357881985
https://twitter.com/Tanisennzo/status/610367678763503618/photo/1
http://bit.ly/1vxraAn
http://youtu.be/PZLzQ8Vi1OE


関東地方北部では、上空の寒気の影響で、１５日夜遅くにかけて、局地的に雷を伴っ

た非常に激しい雨が降る見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意

、警戒をしてください。（続く）

火山たん @volcano_tan · 4時間4時間前 
阿蘇山みたいな巨大なカルデラを持つ火山は、普通に山を作ってる火山とは根本から

違うように思えるよね。実際、大規模な噴火を起こせるってのはそれだけ大量のマグ

マを貯めることが出来るって事なんだよ。例えば断層がマグマ溜まりを通過していて

地下で空間が出来やすくなっていたりね。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は15日17:10まで有効です。

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
海上濃霧警報が解除されない。

ずっとこういった状態が続いている。

海上濃霧警報 視程(水平方向に見通せる距離)0.3海里(約500m)以下（瀬戸内海は0.5海
里（約１km以下））。
https://twitter.com/cmk2wl/status/610327106707283969/photo/1

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 6時間6時間前 
原発を襲う津波 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450523588055932928/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年06月15日 13:54
】

関東地方の一部の地域では、今日（１５日）夕方にかけて、光化学スモッグの発生し

やすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

motty @novtnerico · 7時間7時間前 
〔フクイチ核惨事〕◆　東電に栃木の７千人集団申し立て　/　東電が賠償対象にして
いない地域から初の集団申し立てで、福島県浪江町の約１万５千人に次ぐ規模。「県

https://twitter.com/cmk2wl/status/610327106707283969/photo/1
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450523588055932928/photo/1


境の壁により賠償されていない人々を被害者と認めさせたい」 #fukushima
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-3cb3.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽は穏やかになっています。600km/秒の高速太陽風が到来しました。
http://swnews.jp #swnews

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
大噴火で大気中に舞い上がった火山灰や二酸化硫黄によって出来た微粒子は、太陽光

を遮って気候変動を起こすと考えられているんだよ。有名なものは1815年のタンボラ
火山の噴火などによって、翌年の平均気温が世界的に低下した例だね。これは「夏の

ない年」と呼ばれるくらいの影響だったんだよ。

amaちゃんださんがリツイート 
makehappyenergy @makehappyenergy · 10時間10時間前 
チェルノブイリでは年5ミリシーベルト以上は強制移住。年1ミリシーベルト以上は任
意移住(お金は国が負担)でした。なぜ日本では出来ないのですか？地方再生とかで他の
県に出すお金はあるのに。帰還政策(年50ミリシーベルト)なんて心のある人間のするこ
とじゃない。人殺しです。殺人政策です。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 10時間10時間前 
マーガリンは植物性だが、分子構造がプラスチックと酷似している。勿論、体内で消

化されない。子供の成長に悪影響を与えるので、ドイツ・オランダ・デンマーク・ア

メリカなどでは製造や販売が禁止されている。でも日本ではフリー。 

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
都内の水道水、トリチウム100Bq/L は軽く入っているだろうね。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【鹿児島・口之島 ５０年に１度の大雨】
鹿児島県の名瀬測候所によりますと、気象庁のレーダーによる解析で、十島村付近

では、およそ午前８時までの１時間に１００ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。

http://nerv.link/PyUMbI

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：06/14 13:11

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-3cb3.html
http://swnews.jp/
http://nerv.link/PyUMbI


帰還基準を年50ミリシーベルトに（チェルノブイリの10倍）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000046-asahi-soci … 
2017年3月までに年20ミリ（避難指示解除準備区域）と年50ミリ（居住制限区域）の
避難指示を解除し帰還。

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
【拡散】k2cyan □NHKは炉心溶融を知っていた!!　【 NHKは皆様の受信料で、嘘を放
送しており ＮＨＫ 「今の原稿、使っちゃいけないんだって」 via Shelby
http://shelby.tv/video/youtube/8r4K-xOjGQ/ ……

…光化学スモッグと竜巻がどうして一緒に起こりうるんだよ…
（－－＃）…
すなおに「フクイチ放射能満載の濃霧です！」って書けよ…。

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集

 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000046-asahi-soci
http://shelby.tv/video/youtube/8r4K-xOjGQ/
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


（６月16日）　バイトは中番。／急病人が多くて「外国人が驚く世界一正確な日本の
鉄道ダイヤ」はもう作れない。／バイトに逝ってきま〜す…

http://85358.diarynote.jp/201506160903034594/

【フクイチ】緊急事態！／彼女の髪は抜け落ち始め、健康だった

はずの歯も抜け落ちた／ストロンチウム90が脳に入って、てんか
んや意識消失が起きる。

2015年6月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

ＴＨ氏のツイートが封鎖される時は、

必ず【フクイチで】深刻事態が進行中です。

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@TOHRU_HIRANOさんのツイートやアカウントを見る
ことができます。[フォローする]ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りまし
ょう。

緊急警戒！総員退避…ッ！

！（＞＜＃）！（＞＜＃）！（＞＜＃）！

http://85358.diarynote.jp/201506160903034594/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506160903034594/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150616/85358_201506160903034594_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150616/85358_201506160903034594_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150616/85358_201506160903034594_3.jpg


…おはようございます。０８：０６です…。
札幌は湿気の高めの関東の「梅雨の晴れ間」時みたいな晴天。

バイトは中番。（－－；）

あれ？

https://www.youtube.com/watch?v=_LNpd8SD6V8
【鼓筝笛胡】权御天下 

「胡　笛」で検索したんだけど…、
なんか、「千本桜」のパクリっぽい曲調だね…☆

おッ♪　聴きたかったのは、こんなのこんなの♪

https://www.youtube.com/watch?v=vYwDuZHsdyY
九歌民族管絃樂團．胡旋舞 

★　↓「新潟の柏崎刈羽原発」からの風が当たる壁なんだよ…。
（秩父はあれでしょ。昔の鉱毒被害の残りでしょ…）

cmk2wl @cmk2wl · 3 分3 分前 
北安曇郡白馬村 国設八方尾根 はオキシダント濃度が 0.074ppm。ここはいつも高い。
おかしい。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/610587607840489474/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 19分19分前 
なんだろう。秩父郡東秩父村 東秩父 でオキシダント濃度が高い 0.065ppm 
https://twitter.com/cmk2wl/status/610583971106308096/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 31 分31 分前 
病死者数の統計発表。福島の子供たちの体に何が起きているのか？

　http://bit.ly/PwoZKK

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
少し動けば、大汗かくわ、身体は疲労感でいっぱいになるわ 血圧上がるわ… 医師から
"腫瘍" の診断いただきましたー とりあえず…身辺整理するわ　http://bit.ly/1iF0Z2k

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=_LNpd8SD6V8
https://www.youtube.com/watch?v=vYwDuZHsdyY
https://twitter.com/cmk2wl/status/610587607840489474/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/610583971106308096/photo/1
http://bit.ly/PwoZKK
http://bit.ly/1iF0Z2k


カルシウム・イオンがストロンチウム90に置き換わり脳の神経細胞を破壊する　スタ
ーングラス教授 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/231.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
明日１６日に観測衛星が落下へ！人にぶつかる確率は４２００分の１！日本では九州

や四国等で落下の恐れ！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6831.html …
この種の衛星はストロンチウム90電池を搭載していることが多いが、どうなんだろう
？

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
いまだに立入禁止の千葉県松戸市、国分川、放射線量高く(6/14 千葉県松戸市)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5261.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月16日 05:31】
関東甲信地方では、１６日昼過ぎから１７日にかけて、上空の寒気の影響で大気の状

態が非常に不安定となるでしょう。落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、降ひ

ょうに注意してください。

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【拡散】近くの普通の眼科へ、薬が欲しいので出かけたそうです。普通の眼科が放射

能の知識があるとは思わず出かけた友人は、その眼科医が、彼女の目の充血の症状が

セシウムの放射能の影響だと知っていた。http://bit.ly/qqRIox

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
人吉もです。

湿度100パーセント。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/610483940525084673/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
熊本県、湿度100パーセントが続いています。
気象庁の過去データを 1961年までさかのぼって調べました。
6月15日を一時間単位で見ても、湿度100パーセントはありません。もちろん連続した
こともありません。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/610479407799496704/photo/1

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/231.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6831.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5261.html
http://bit.ly/qqRIox
https://twitter.com/cmk2wl/status/610483940525084673/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/610479407799496704/photo/1


火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
昨日（15日）21時の浅間山付近にある地震計の波形図だけれど、ちょっと大きめの地
震が記録されているんだよ。

https://twitter.com/volcano_tan/status/610466968588521472/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
AKIRAさんがリツイートしました kenji
都内急病人の原因は現在F1から大量に噴出している放射性水蒸気に含まれているスト
ロンチウム90です。
カルシウムに置き代わり体内に残留するストロンチウム90が発するβ線が脳内のニュー

ロンを破壊し中枢神経障害を引き起こします。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
1960年代の千葉の降雨中には核実験によってトリチウムが 100Bq/L だった。
そんなのと福島原発は規模が違う。

溶融デブリが地下水に触れているのだから。

https://twitter.com/cmk2wl/status/610459845464985600/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
16日 3:00頃から、東電福島原発からの風が日本海側から西日本に吹く予報です。
添付は16日 15:00。新潟から福井あたりまでの日本海側と内陸部は要注意。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/610448298231513088/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2012/03/24
福島では被曝で各種発病が報告されている(字幕) 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e102ec85fc28724ea76ab35cd738cc1e …
(YouTubeより)
原発から25kｍの場所に住んでいる。
彼女の髪は抜け落ち始め

健康だったはずの歯も抜け落ちた。

異常な紫斑も、脚に出てきている。

amaちゃんださんがリツイート 

https://twitter.com/volcano_tan/status/610466968588521472/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/610459845464985600/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/610448298231513088/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e102ec85fc28724ea76ab35cd738cc1e


neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2011年9月
ホットスポットの千葉県北西部で「交通事故」が激増

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c2831a9a50e7e109caf1b2907fdbeda8 …
＞最近、関東付近で交通事故多くない？

　被曝で判断力低下？

＞交通事故は増えてるよ。

　おそらく判断力低下の為と

　心筋梗塞等でブレーキ操作の間違いの為と思われる。

War Is Overさんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
都内急病人の症状はいきなり倒れる、白眼を剥き、泡をふく。癲癇の症状によく似て

います。

そこで調べてみると、ニューロン間通信に使われるカルシウムイオンの替りに

ストロンチウム90が脳に入ってしまった場合、前頭葉でそれがβ線崩壊し、てんかんや

意識消失が起きると云う事です。

War Is Overさんがリツイート
AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
急病人の原因は、脳のニューロン間の通信はカルシウム・イオンの送出で行われるが

、ストロンチウム90と89がカルシウムと置き換わり、ストロンチウム90からイットリ
ウム90に壊変する際に放出される電子またはベータ線の強大なエネルギーがニューロ
ンを破壊するという苛烈な結果によるものだ。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月15日 22:46】
関東地方北部の大雨の峠は越えましたが、引き続き１６日にかけて落雷、竜巻などの

激しい突風、急な強い雨、降ひょうに注意してください。

War Is Overさんがリツイート 
kog @gyogyo_net · 10時間10時間前 � 千葉県 船橋市 
南アで大流行、ミツバチの伝染病 食料生産への影響懸念
http://www.afpbb.com/articles/-/3051668?pid=0 …：蜂の減少は人間の食料生産へも影
響する。たかが蜂、されど蜂。生態系の崩壊は限りない破壊の連鎖を生む。個々の生

物だけを知っていても役に立たない。#ミツバチ 伝染病 #食料生産 #生態系

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c2831a9a50e7e109caf1b2907fdbeda8
http://www.afpbb.com/articles/-/3051668?pid=0


War Is Overさんがリツイート 
boukendanji @boukendanji · 11時間11時間前 
@sapporo1228 @hanayuu 東京はもう駄目、今は、大阪でも、行くと一週間位体調が
落ちる。大阪も、電車の中で、急病人が出る様に成ってる。橋下が大阪南港で大量の

瓦礫を燃やしてるし、神戸、尼崎、岡山県美咲町でも4月以降瓦礫焼却をやってる。そ
の影響が出始めているのだろう

neko-aiiさんがリツイート 
静かな夜 @shizukanayoru3 · 15 時間15 時間前 
岩手県奥州市前沢区 前沢ふれあいセンター③: https://youtu.be/4wekEecQnlw 
https://twitter.com/shizukanayoru3/status/610360489281851392/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
twomaemoka @twomaemoka · 15時間15時間前 
急病人が多くて「外国人が驚く世界一正確な日本の鉄道ダイヤ」はもう作れない。

War Is Overさんがリツイート 
ocayutan @ocayutan · 16 時間16 時間前 
子供の脳や神経の発達に悪影響。ネオニコ系農薬とは http://fb.me/3VvwkaVeO

War Is Overさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月10日 
これだけは Twしておきます。
【SUNTORY 阿蘇の天然水】
ナチュラルミネラルウォーター

水（鉱水）

2000ml
賞味期限：2017年02月/C
サントリーフーズ（株）

は、硝酸態窒素　2〜5 と高すぎます。
体がカビに侵襲されやすくなってしまう。

War Is Overさんがリツイート 
猫道士 @syouyouha · 6月9日 
ミツバチだけでなく、蛙も全く見かけなくなりました…もし農薬が原因としたら食物
連鎖は大きく崩れ、生態系も崩壊してしっぺ返しが人間に返ってくるでしょうね。そ

れに気づいた時にはもう遅い

https://youtu.be/4wekEecQnlw
https://twitter.com/shizukanayoru3/status/610360489281851392/photo/1
http://fb.me/3VvwkaVeO


https://www.youtube.com/watch?v=ZMRTJmIwe-Y
一路輕歌

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
憲法学者「狂ったことをやる政権は選挙で倒すしかない」

http://tanakaryusaku.jp/2015/06/00011388 …
ムサシはどうするんだ？

https://www.youtube.com/watch?v=fJHWCI-ckrU
節慶歡舞

火山たん @volcano_tan · 12時間12時間前 
噴火によって火山から出てくる元素で多いものはケイ素だけど、実は酸素が占める割

合も多いんだよね。二酸化ケイ素はもちろん、酸化鉄や酸化アルミニウムなど金属の

酸化物という形態で酸素は出てくるんだよ。あ、後は水や二酸化炭素などの火山ガス

としても含まれるね。

https://www.youtube.com/watch?v=3dX0Z3bmhlk
歡樂中國節 

https://www.youtube.com/watch?v=6KDnl6I1p2o
01台灣追想曲 

どうも私は本土中国より台湾の音楽が好きみたい…。

検索おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=llQUqhRhRvI
最炫明月【胡笛箏鳴】 robo jk改

        

https://www.youtube.com/watch?v=ZMRTJmIwe-Y
http://tanakaryusaku.jp/2015/06/00011388
https://www.youtube.com/watch?v=fJHWCI-ckrU
https://www.youtube.com/watch?v=3dX0Z3bmhlk
https://www.youtube.com/watch?v=6KDnl6I1p2o
https://www.youtube.com/watch?v=llQUqhRhRvI


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月16日9:03
バイトに逝ってきま〜す…
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（６月16日）　「月給２万円」の農奴生活に明け暮れていたワタクシですが…

http://85358.diarynote.jp/201506170021486881/

【狂都】 0.１４μ／土岐の核融合実験？／【頭狂】都 千代田区 猛
烈な雨 100mm/h／沖縄に原発がない理由／高知県 黒潮町に高レ
ベル核廃棄物処理施設／ご自分の身を守ることを第一に行動して

ください。

2015年6月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=SSKBNiAdlgg
ラプソディー・イン・ブルー　バ—ンスタイン　1976 

neko-aii @neko_aii · 3 分3 分前 
関東の中で東京の汚染が最も危険な本当の理由！

赤坂でストロンチウム89が 61万Bq /平方ｍ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/97acff18d12a4a8d1a3712d032503b89 …
「放射線業務従事者が常時立ち入る場所」

＞ストロンチウム90の濃度限界 5Bq/立方ｍ
赤坂で検出された値

＞濃度限界の実に5万8千倍

http://85358.diarynote.jp/201506170021486881/
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neko-aii @neko_aii · 15分15分前 
【カナダ】郵便職員が日本から届いた郵便物の取扱いを拒否

”職員が被ばくする危険性を懸念”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/07fa0aa858ded6d1b7ce0ca5ceec5979 …
組合のロン・モラン会長も、

職員が被ばくする危険性を懸念している。

「これは郵便施設の全職員に関わる問題です」

neko-aii @neko_aii · 24分24分前 
"time_is_a_funny 2012年8月26日
私の親戚が福島に住んでいますが

同じ集落で白血病発症者今年で5人目。
心臓発作17人。
医者に言っても国の指示で

診断できませんと突っぱねられる始末。"

cmk2wl @cmk2wl · 57 分57 分前 
世界各地で鳥インフルエンザとその予防の為と称して、家禽が一度に数十万羽も殺さ

れている。

全部あわせたら「億」のオーダーになってしまうほどに。

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
【重要】2015年5月22日 カザフスタン農業省によると、数週間で少なくとも127000頭
のアンテロープ（羚羊、カモシカ）の死が確認された。

生息頭数のおよそ半数が死んでしまった。 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
2015/6/12 
カリフォルニア、サンディエゴ湾でTuna Crabsの大量死。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【ウェザーニューズ号外】

埼玉県で激しい雷雨やひょうを降らせた雨雲が都内に接近・通過のおそれ。

東京都内では24時頃まで激しい雷雨やひょう、突風に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【豪雨予報 2015年6月16日 22:16】

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/07fa0aa858ded6d1b7ce0ca5ceec5979


東京都千代田区 猛烈な雨(100mm/h)
22:10〜 47mm/h
22:20〜 44mm/h
22:30〜 38mm/h
22:40〜 70mm/h
22:50〜 100mm/h
23:00〜 94mm/h

火山たんさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 2時間2時間前 
【浅間山噴火 火山灰は８キロ先まで飛来】浅間山の噴火を受けて気象庁が行った現地
調査で、噴火に伴う火山灰は火口から８キロほどの距離まで飛んでいることが確認さ

れました。 http://nhk.jp/N4Jm4FBf

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 3 時間3 時間前 
見えないだけ 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450697967284936705/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
放射能汚染で狭山茶最大手の茶屋が倒産し茶畑も減りました。http://bit.ly/112sCYP

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
その件の話しをするのが禁忌になってる雰囲気です。 思い切って友達に体のこと含め
て今後どうするか話してみたら、危ないのは分かってるけど仕事あるし症状出るまで

どうしようもないから、って。 みんなそんな感じだから、話しても追い詰めるだけ
　http://bit.ly/1xCaN2f

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東北地方 気象情報 2015年06月16日 20:19】
東北地方では、１６日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう

。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうに

注意してください。

War Is Overさんがリツイート 
TOYOTA86 @toyota86city · 4 時間4 時間前 
皆、黒い雨が降っても気が付かんのかな？

　何時も車を綺麗にさえしていれば、雨のあとを見ると一発で分かるんだけどな？！

http://nhk.jp/N4Jm4FBf
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450697967284936705/photo/1
http://bit.ly/112sCYP
http://bit.ly/1xCaN2f


　これだけ黒く汚れて、僕以外は気が付かないてのが逆に不思議だと思っているが、

まさか？土岐の核融合実験所から出てるのか？ 

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
初期被曝して東京から逃げてきたのに、働くことで東京に行かされ追加被曝した。あ

と何年生きられるんだろう。

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【拡散】makumaku1124 福島県大熊町の空間線量。異常な数値。12:29の地震後、跳ね
上がってます。http://p.twipple.jp/avaU5

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【拡散】tokaiama 郡山駅西口の植え込み　８０μＳｖ／時、ＪＲ郡山駅西口にある植え

込みの土 １２０μＳｖ／時

War Is Overさんがリツイート 
Greenpeace Japan @gpjTweet · 5時間5時間前 
【あさって〆切】#伊方原発　再稼働パブコメ、ぜひ出してください。川内原発パブコ
メ1万7千件、高浜原発3600件、どうか伊方原発がもっと少なくなるなんてならないよ
うに、一通お願いします→　　http://bit.ly/1PPEPYy 
https://twitter.com/gpjTweet/status/610749844412502016/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 6 時間6 時間前 
名無し：2015/06/16(火) 17:02 ID:XXXXXXXX
カップ麺のかやくも、シェア9割のメーカーが福島工場だから
カップ麺も食わなくなったね

#あれま

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【岩手・紫波町 ３５００世帯余に避難勧告】
岩手県紫波町によりますと、土砂災害の危険性が高まったとして、水分地区、志和

地区、彦部地区、佐比内地区、赤沢地区、長岡地区の6地区の3571世帯、合わせて1
万1480人に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【岩手・紫波町付近 １時間約100ミリの雨か】（続き）
災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して安

http://p.twipple.jp/avaU5
http://bit.ly/1PPEPYy
https://twitter.com/gpjTweet/status/610749844412502016/photo/1


全を確保するよう呼びかけています。

（2015年6月16日 16:52 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【岩手県 記録的短時間大雨情報 2015年06月16日 16:47】
１６時３０分岩手県で記録的短時間大雨

紫波町付近で約１００ミリ

▼この情報は、災害の発生につながるような稀にしか観測しない雨量であることをお

知らせするものです。ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【福島県 警報情報 2015年06月16日 16:21】
次の地域に警報が発表されています。

［中通り中部］大雨

［会津北部］大雨・洪水

［会津中部］大雨・洪水

［会津南部］大雨・洪水

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
【拡散】jikannganai チェルノブイリ危険避難区域＝130万ベクレル/㎡ 東京＝250万ベ
クレル/㎡ 以上　現在も上昇中。ほら、調べて御覧よ。

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
【拡散】kzooooo: 北海道のサケ　７０ベクレル/kg越え.......やっぱりホントだった。
http://blog.goo.ne.jp/luca401/e/71788c514a69eb9942de7dff5ffaf …………

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
ケータイをブラジャーに入れて乳がん発症 接触箇所に腫瘍が集中
　http://bit.ly/1w9CKMJ

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は16日15:50まで有効です。

http://blog.goo.ne.jp/luca401/e/71788c514a69eb9942de7dff5ffaf
http://bit.ly/1w9CKMJ


森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
南青山（「沈黙はファシズムの承認」） @minami_aoyama · 10時間10時間前 
@TakaoMorimoto 福一事故の時にまっ先に逃げ出したのは保安院と米軍。被爆の怖さ
をよく知っている。

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 10時間10時間前 
沖縄に原発がない意外な理由「原子力発電所が攻撃を受けた時に核兵器でやられるよ

りもっとひどい被害が出るということまで計算しているわけです」〜第18回小出裕
章ジャーナル http://www.rafjp.org/koidejournal/no18/ … 基地のあるところに原子力発電
所を建てるということは実質的にあり得ない

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11時間前 
朝、自宅を出て数歩歩くとばったり倒れて死亡する若者が続出　http://bit.ly/1vxraAn

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
韓国、ＭＥＲＳ隔離対象１３３人が無断で行方くらます

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000008-xinhua-cn …

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【浅間山 噴火に関する火山観測報】
日時：2015年06月16日09時30分頃
現象：噴火したもよう

（2015/6/16 10:13 気象庁地震火山部発表）

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：2015/06/15(月) 22:57 ID:XXXXXXXX
千葉船橋の工場跡地から基準値超えたトリクロロエチレン検出。井戸水の使用禁止。

#参考　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000048-san-l12 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6月15日 
もはや日本は「戦時中」みたいなもんだよね

憲法違反でも「戦争が出来る国にする」とか、3.11と巨大津波、人類史上最悪の原発
事故、小笠原の深さ682kmの地球内部の未知の震源で観測史上初、日本全国を揺らし
た巨大地震、桜島が2015年から超活発化、他の火山も次々と噴火
正に戦時中

http://www.rafjp.org/koidejournal/no18/
http://bit.ly/1vxraAn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000008-xinhua-cn
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000048-san-l12


https://www.youtube.com/watch?v=5-TbGS0eU7g
Rhapsody Of Fire- Emerald Sword 

火山たんさんがリツイート 
蒼き流星＠とある群馬の甘藍農家 @bsstars · 12時間12時間前 
浅間山よく見えないんだよね 
https://twitter.com/bsstars/status/610636864047857664/photo/1

２０１１年の夏のあいだじゅう、ほぼこのあたりで、

「月給２万円」の農奴生活に明け暮れていたのはワタクシですが…
http://85358.diarynote.jp/201108011930112484/
なにか…？　ｗ（＾へ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=-NBqO-MsO9g
Rhapsody - Emerald Sword HQ (Lord of the Rings; Herr der Ringe) 

…座布団いちまい…ｗ

火山たんさんがリツイート

It @clemenskrauss · 5時間5時間前 
浅間山といい突風といい、グンマーを守護しているシャーマンの力が衰えてきている

らしい。

amaちゃんださんがリツイート 
kaorina @kaoriharuna · 6月15日 
高知県民は、これが本当かどうか、多くの人が問い合わせすると圧力になります。

→RT 高知県尾崎知事、11月に選挙、第三選で共産党まで対抗馬なく支持され確定し
たら、高知県内(第一候補黒潮町)に高レベル核廃棄物処理施設受け入れを、即時発表す
るそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=BxBUE8gXf40
MMV - The Lord Of The Rings | Emerald Sword - Rhapsody 1080p 

https://www.youtube.com/watch?v=5-TbGS0eU7g
https://twitter.com/bsstars/status/610636864047857664/photo/1
http://85358.diarynote.jp/201108011930112484/
https://www.youtube.com/watch?v=-NBqO-MsO9g
https://www.youtube.com/watch?v=BxBUE8gXf40


Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
いよいよ日本も末期？海外で日本人の移住問い合わせが急増　http://bit.ly/LMWZgJ

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
日々の食材探しにすら困っていた東京生活にくらべれば はるかにストレスのない生活
です。 移住したことで、子どもに対してまずはひとつ、 親としての責務を果たせたの
ではないかと思っています。　http://bit.ly/1kZ9toG

がんばれ！

逃げろ！

生きろ…！！

https://www.youtube.com/watch?v=I0aFHzzPd8Q
ラプソディー　ＲＣサクセション

https://www.youtube.com/watch?v=f7MNEalyuQY
神のラプソディ　OP【神託のConductor】Full
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月17日0:21
寝るよ、狼さ〜ん…☆
 

http://bit.ly/LMWZgJ
http://bit.ly/1kZ9toG
https://www.youtube.com/watch?v=I0aFHzzPd8Q
https://www.youtube.com/watch?v=f7MNEalyuQY
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月17日）　声帯と甲状腺が痛くて、のど飴が手放せません／こんなやつらに殺さ
れてたまるか、という思いが、私を動かした…

http://85358.diarynote.jp/201506170905129370/

使用済み核燃料が降ってきた！／徹底的に除湿した部屋でお休み

下さい／浸水や冠水に一層の注意が必要です。

2015年6月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

おはようございます。０８：３０．

頭狂人は、まだ生きてるんですかね？

札幌でも十分空気はトリチウム汚染されてる。と、私は感じるんですけど…
…（－－；）…
声帯と甲状腺が痛くて、のど飴が手放せません…

https://www.youtube.com/watch?v=y4TAsN4m220
Yum!Yum!ORANGE - 葛飾ラプソディー - ヤムヤム version 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
ストロンチウム90が引き起こす問題
カルシウムと同じように骨だけじゃなく、脳にも入り込んで、神経にダメージを与え

るため、特に脳の発達に支障をきたすようになる

http://85358.diarynote.jp/201506170905129370/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506170905129370/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506170905129370_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506170905129370_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506170905129370_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=y4TAsN4m220


赤ちゃんもそうだし、お母さんのお腹の中いる胎児のときからだ

http://www.e22.com/atom/page08.htm

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
空から使用済み核燃料が降ってきた！！　

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/495.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
1粒で2度危ないストロンチウム90 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/232.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
東山動物園のライオン

生前から首にこぶがあることはわかっていたが、死後の検査で、甲状腺にできた腫

瘍（しゅよう）だったことがわかった

http://www.asahi.com/articles/ASH5M7DX8H5MOIPE02J.html …
事故後、もの凄いヨウ素汚染のエサを食べさせられた初期被曝の結果だろう

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月17日 05:58】
関東甲信地方では、１７日夜遅くにかけて内陸部を中心に落雷、突風、急な強い雨及

び降ひょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【九州南部・奄美地方 気象情報 2015年06月17日 04:52】
九州南部では、１７日夜のはじめ頃から１８日にかけて局地的に雷を伴った非常に激

しい雨が降るおそれがあります。土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、

落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

飯山一郎 @iiyama16 · 7 時間7 時間前 
フクイチ産の放射性水蒸気対策：エアコンのほかに、除湿機を買い増す算段をして下

さい。とにかく、徹底的に除湿した部屋でお休み下さい。（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss06161 …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
茨城県も濃霧。http://www.jma.go.jp/jp/warn/314_table.html …
千葉県も濃霧。http://www.jma.go.jp/jp/warn/318_table.html …

http://www.e22.com/atom/page08.htm
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/495.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/232.html
http://www.asahi.com/articles/ASH5M7DX8H5MOIPE02J.html
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss06161
http://www.jma.go.jp/jp/warn/314_table.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/318_table.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/310_table.html


岩手県も濃霧。http://www.jma.go.jp/jp/warn/310_table.html …
そして潮位が高くなっていた。デブリに海水か。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/610837328622256130/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
宮城県も濃霧です。http://www.jma.go.jp/jp/warn/312_table.html …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
福島県は濃霧です。http://www.jma.go.jp/jp/warn/313_table.html …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
気象庁 ６月１１日　6月後半から12月にかけて潮位が高くなります－岩手県から茨城県
にかけては浸水や冠水に注意を

概要

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下が大きい地域では、6月後半か
ら12月にかけて、大潮の時期を中心に浸水や冠水に一層の注意が必要です。

amaちゃんださんがリツイート 
特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月16日 23:15】
関東地方では、１６日夜遅くまで雷を伴い１時間に５０ミリ以上の非常に激しい雨の

降る所があるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水やはん濫に警戒して

ください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
浅間山

23時00分〜23時20分：火口付近の噴煙が赤く映る火映。噴煙は、ずっと出っぱなし。
気象庁：16時発表「火山性地震が多い状態。4月は730回、5月は986回、6月は785回」
（http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150616160036.html …） 

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2012-07-24
現在1ミリSv以上の汚染状況は
北は盛岡から、南は東京全域

千葉の半分を含む広大な面積です。

5ミリSv以上の汚染は、福島県のほぼ全域を含み
茨城、栃木や、東京などでもホットスポットが多数含まれる

https://twitter.com/cmk2wl/status/610837328622256130/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/warn/312_table.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/313_table.html
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150616160036.html


http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4659db2f0f74291ecf54d409dc74194e …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
【帯状疱疹の医者】水疱瘡や帯状疱疹を繰返す時『白血病 悪性リンパ腫 癌 糖尿病 膠
原病 エイズ』の可能性
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/592e8154d5931de2d6398b212112618d …

kenji @buick54aki · 10時間10時間前 
放射能汚染を見ないようにしてやり過ごすのは危険。

首都圏の水道水にはフクイチ由来のセシウムが含まれています。

測定されてないストロンチウムは300倍危険
http://geiger.grupo.jp/blog/645434 
急病人

人身事故

給食

水道水 
https://twitter.com/buick54aki/status/610800235372109824/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【ウェザーニューズ号外】

埼玉県で激しい雷雨やひょうを降らせた雨雲が都内に接近・通過のおそれ。

東京都内では24時頃まで激しい雷雨やひょう、突風に注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
箱根：大湧谷

今日は噴気の量がすごい。（ライブ画像：16日 20時05分 〜）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
17時台の浅間山の噴煙
©気象庁：16日16時発表：「 本日、小規模な噴火。白色噴煙と青白色のガスの噴出を
観測。火山性地震が多い状態。4月は730回、5月は986回、6月は785回」
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150616160036.html …

https://www.youtube.com/watch?v=s0BYYsSOcxQ
新しいラプソディー

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4659db2f0f74291ecf54d409dc74194e
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/592e8154d5931de2d6398b212112618d
http://geiger.grupo.jp/blog/645434
https://twitter.com/buick54aki/status/610800235372109824/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150616160036.html
https://www.youtube.com/watch?v=s0BYYsSOcxQ


https://www.youtube.com/watch?v=z3enYWvqH7c
チャゲ&飛鳥 - ラプソディ 

War Is Overさんがリツイート 
hitsuji44 @hitsuji44 · 6月15日 
事故後、何度も福島に来ていて、放射線は大したことないと、皆を安心させてくれて

いた東京電力社員君。とうとう自身が肺気胸で入院していたらしい。ご無事を祈る。(´
·_·`)

War Is Overさんがリツイート 
紅茶キノコ @alpaca_no2 · 6月15日 
@pipichica @himawari_yt うちは、母子避難ですから、私が母子家庭並みに働いている
ので、ヒィヒィです。あと、うちも鼻血どころじゃなかったですよ。口の中まで白

くべっとり ただれて痛がって、首のリンパまで腫れてもう、絶望的でしょ？そうです
、絶対被曝症状なのです。

War Is Overさんがリツイート 
みみかん @mimikann14 · 6月14日 
私が東京を離れたのは、もう体がどうにもならなかったから。しんどくて動けなくて

、シャワーの水で蕁麻疹、紫斑も出来たし骨も痛む、感染症にもなった。日光アレ

ルギーに毎日の頭痛、言い出すとキリがない。

プラス、こんなやつらに殺されてたまるか、これが最大の抗議だという思いが、私を

動かした…

https://www.youtube.com/watch?v=Uo0MxN2SQbE
マーメイドラプソディー - SEKAI NO OWARI - (cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgwQmjmnDFY
根無し草ラプソディー（山崎まさよし）from Augusta Camp 2010 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
チェルノブイリ法の避難権利

https://www.youtube.com/watch?v=z3enYWvqH7c
https://www.youtube.com/watch?v=Uo0MxN2SQbE
https://www.youtube.com/watch?v=ZgwQmjmnDFY


年間1ミリSvで
「移住権利（住んでいても良いが移住しようと思えば、国が保障する）」

年間5ミリSvで
「移住義務（危険だから移住しなければならない）」地域

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4659db2f0f74291ecf54d409dc74194e …

https://www.youtube.com/watch?v=R9YPg8PsTEU
東京ラプソディー ♪ 藤山一郎 (1973) 

…「ユダヤ民謡」としか思えない節回し…☆

https://www.youtube.com/watch?v=KZfNP_Ab6lk
夢色ラプソディー / コロムビア・ガールズ・コレクション

War Is Overさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 9時間9時間前 
ここまでNHKは来たのかと。NHK大河「日米戦争」を「日仏戦争」に歴史修正してい
た

ドラマではフランス国旗を掲げた船に向けて次々と砲弾が放たれた。このシーンは史

実と大きく食い違う。1863年砲撃を受けたのはフランス船ではない。長州藩が最初に
攻撃したのは、アメリカ商船ペンブローク号

War Is Overさんがリツイート 
むってぃ @takemuty · 6月15日 
コンビニのネギトロには、粘り気を出すために大量の添加物を使ったり、そもそもマ

グロではなくアカマンボウだったりすることも。また新鮮に見せるため赤く着色する

とか…全国のスーパー等で、新鮮なマグロが売られていること自体、何かが隠されて
いるかもしれません。 ...

War Is Overさんがリツイート 
ハッピー @Happy11311 · 3月25日 
今回、トリチウムが150億Bq/日、ストロンチウム90が27億Bq/日、セシウム137が12
億Bq/日、セシウム134が4億1000万Bq/日って、初めて海への流出評価が公表された
んだ。でも不思議なのは、これだけ流れてるのに東電の海の測定結果は、いつも検出

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4659db2f0f74291ecf54d409dc74194e
https://www.youtube.com/watch?v=R9YPg8PsTEU
https://www.youtube.com/watch?v=KZfNP_Ab6lk


限界値未満なんだよね。

https://www.youtube.com/watch?v=hjB8GogzPB4
��【Amateras Records】月影ラプソディー【中日附詞】【東方Touhou】
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月17日10:20
西風がま入って朝靄が晴れて、

札幌の空気はだいぶ

マシっそよ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月17日10:36
肺の中から、死んだ白血球の臭気が漂いまくってる。(∋_∈)
免疫系に相当な負担がかかってる。(ToT)
 

https://www.youtube.com/watch?v=hjB8GogzPB4
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月17日）　「格差」ではない。貧困層が大量に作られているのだ。働いても働い
ても食べていけない貧困層が。

http://85358.diarynote.jp/201506172249166521/

「現在、台風は発生しておりません。」…（－－；）…

2015年6月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

凡ミス続発中…（－－；）…

消えた〜！（ＴＴ；）

なおす〜！

この曲の音のはずれっぷりの潔さが気に入ったのでもう一回ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ZgwQmjmnDFY
根無し草ラプソディー（山崎まさよし）from Augusta Camp 2010 

んで。

いったいどーなってんの、この世界は…？
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/typhoon/

火山たんさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201506172249166521/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506172249166521/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506172249166521_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506172249166521_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506172249166521_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZgwQmjmnDFY
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/typhoon/


にゃん @cat_wing · 25 分25 分前 
桜島　真っ赤なうごめき 
https://twitter.com/cat_wing/status/611163798926299136/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 57 分57 分前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 警報情報 2015年06月17日 22:02】
次の地域に警報が発表されています。

［鹿児島・日置］大雨

［川薩・姶良］大雨

［甑島］大雨

［指宿・川辺］大雨

［曽於］大雨

［肝属］大雨

［種子島地方］大雨・洪水

［屋久島地方］大雨・洪水

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
浅間山

17日16時：気象庁発表
「16日の8時〜19時30分に連続的な火山性微動と夜間に火映を観測。火山性地震は4月
が730回、5月は986回、6月は現時点で1,007回。火口から2kmは弾道を描いて飛散する
大きな噴石に警戒」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
箱根：大湧谷

17日16時：気象庁発表
「やや活発な状態で経過しています。　大涌谷温泉供給施設の蒸気の勢いは弱まって

きているのを観測。火山活動に関連するとみられる地殻変動が観測されています。火

山性地震は引き続きやや多い状態です」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
福島：吾妻山

6月15日16時：気象庁発表
「噴火警戒レベル2：火山活動の活発化を示すデータが観測されています。火山性地震
が多い状況。傾斜計では2014年4月から変動など。小規模な噴火が発生する可能性。
噴石、火山ガスに注意。」

https://twitter.com/cat_wing/status/611163798926299136/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
今も噴煙が出てる

17日16時：気象庁発表
「口永良部島（噴火警戒レベル5）　火山活動の高まった状態が継続。今日、火口
上100mまで噴煙が上がり、16日から火山性地震が増加。5月29日と同程度の噴火が発
生する可能性があります」

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月17日 16:42】
関東甲信地方では、１８日未明にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る

見込みです。低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意、警戒をしてください。

落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
強烈な雨雲：16時20分
東京の西部から、猛烈な雨雲が急激に発生しています。

東京の、ほぼ全域に「大雨、雷、洪水 注意報」などが発令されてるので、今日いっぱ
いは、急激な天候の変化には注意した方が良いです。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【ＪＲ常磐線 運転再開】
JR東日本によりますと、JR常磐線の普通電車は千葉県松戸市の馬橋駅付近で線路が冠
水した影響で、綾瀬駅と我孫子駅の間で運転できなくなっていましたが、水が引いて

安全が確認されたとして、午後4時8分、上下線とも運転を再開しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【九州南部・奄美地方 気象情報 2015年06月17日 16:11】
九州南部では、６月の降水量が平年の３倍から５倍となっており、地盤が非常に緩ん

でいる所があります。今後、予想される大雨で土砂災害の可能性が高くなる見込み

です。土砂災害に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【秋田県 警報情報 2015年06月17日 15:49】
次の地域に警報が発表されています。

［秋田中央地域］大雨・洪水

［能代山本地域］大雨・洪水

［北秋鹿角地域］大雨・洪水



特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【流鉄流山線 運転再開 2015年6月17日 15:39】
河川増水の影響で、運転を見合わせていましたが、15:32頃、運転を再開しました。
なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【長野県 土砂災害警戒情報 2015年06月17日 14:17】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼鬼無里戸隠▼小谷村

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【岩手県 警報情報 2015年06月17日 13:47】
内陸では、１７日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してくだ

さい。

［盛岡地域］大雨・洪水

［花北地域］大雨・洪水

［奥州金ケ崎地域］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月17日 13:12】
関東甲信地方では、１７日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降る見込みです。

低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意、警戒をしてください。落雷、竜巻な

どの激しい突風、降ひょうにも注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【高崎線 運転再開 2015年6月17日 12:47】
北本〜鴻巣駅間で発生した線路陥没の影響で、上野方面行の運転を見合わせていまし

たが、12:41頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【茨城県 警報情報 2015年06月17日 12:19】
南部では、１７日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［県南地域］大雨・洪水

［県西地域］大雨・洪水

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 



06月16日 21時00分 発表
海上保安庁：緊急情報　「本州東岸、銚子港：この2区域で最大で3メートル水深が減
少しています。付近船舶は注意して下さい」

こないだもあったよなぁ。銚子付近。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
十勝岳：火山の活発化の関連記事

5月14日：報道。「5月13日から、北海道の十勝岳で火山性地震が急増。13日
は106回、14日も午後6時までに62回観測。　気象台は、注意を呼びかけています。
」https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598852888698327041 … 

火山たん @volcano_tan · 12時間12時間前 
火山は噴火の前に前兆があるのが普通だけれど、そうでなくても噴火する場合もある

んだよ。また前兆となる現象が普段の活動と区別できない場合もあるんだよね。だ

から、活火山というのは常に噴火するリスクがあると考えておいた方が良いんだよ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
3日前から噴気の量が多い状態の
北海道の十勝岳（噴火警戒レベル1）
気象庁の監視カメラも度々、アングルを変え、注視してます。火山の活発化が、日本

を北上しているかのような状態にも思える。

火山たん @volcano_tan · 13時間13時間前 
噴火が起きた時に雨が降っていると、泥流が発生したりして被害が大きくなる可能性

があるんだよ。20世紀最大級となった1991年のピナツボ山の噴火では、最も大きな噴
火が起きた時に台風がすぐ近くに居たんだよ。だから降り積もった火山灰が雨を含ん

で重くなり、多くの家が潰れる原因になったとか…

https://www.youtube.com/watch?v=6PrAh8-v39g&index=6&list=PLDDFB0451425D2260
山崎まさよし / 月明かりに照らされて 

かず- @kzooooo · 33分33分前 
フクイチ収束の作業員不足も深刻な問題となるだろう｡戦争の可能性もあるが､徴兵制

でフクイチへ行かされる可能性の方が高いかも知れない｡ 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598852888698327041
https://www.youtube.com/watch?v=6PrAh8-v39g&index=6&list=PLDDFB0451425D2260


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました 内田樹
恐ろしい事が着々と進んでると思うよ

この国立大学の「国旗、国歌」も、そうだけど、ついこないだ「国立大学は、文系は

いらねーだろ。芸術とか音楽とか哲学とか、なんの役にもたたねーだろ」とか言い出

してるからね。TVでは一度も報道もしてない。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月17日23:50
amaちゃんださんがリツイート 
田中龍作 @tanakaryusaku · 12月23日 
「格差」ではない。貧困層が大量に作られているのだ。働いても働いても食べていけない貧困

層が。
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（６月17日）　「上位者の言う通りにふるまって自分では何も考えない人間たち」が
高く評価され豊かな資源配分に与り、「自分の頭でものを考え、判断する人間たち」は
それだけの理由で処罰される。

http://85358.diarynote.jp/201506180029372221/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月18日0:37
T. HIRANOさんがリツイート 
内田樹 @levinassien · 13時間13時間前 
　

「上位者の言う通りにふるまって自分では何も考えない人間たち」が高く評価され豊かな資源配

分に与り、「自分の頭でものを考え、判断する人間たち」はそれだけの理由で処罰される。大学

人たちがこの「反知性主義」的なルールを受け容れれば、それはアカデミアとしては自殺に等し

い決断です。

amaちゃんださんがリツイート 
大倉智之 @tomoyuki_okura · 2013年1月16日 
ある知人は、息子に携帯ゲーム機を買い与ていない。

その息子が友達の家で、みんな携帯ゲームばかりで、仲間に入れなかったらしい。

半ベソかいて家に帰って来て、ゲーム機をねだるかと思ったら

 
「おれは友達を無視して、一緒に遊べなくなるおもちゃなら一生いらない。」

 
だって。立派すぎる。

　

http://85358.diarynote.jp/
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（６月18日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201506181106241518/

原発の核反応熱の８割が廃熱として海洋に捨てられる／海水温を

１度上げることは気温を1000度上げることを意味している。

2015年6月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おそようございますになっちゃいました。

１０：０４、バイトは休み。

札幌は強風＋快晴。気温と線量は低め。

（＾ｗ＾）ｇ

情報チェックだけして、銭湯出撃！

https://www.youtube.com/watch?v=IseWJh30-4U
【第三弾】リコーダー多重録音でゲーム音楽を（ry【バトルメドレー】 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 39 分39 分前 
8時39分の地震
震源地（東京湾：M3.5　深さ80km
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150618084338395-180839.html …）

http://85358.diarynote.jp/201506181106241518/
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https://www.youtube.com/watch?v=IseWJh30-4U
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東京湾の有感地震も3.11以降、急増。　2011年3月12日にM4.3の地震→
（http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20110312155700.html?e=477 …） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/611334547150499840/photo/1

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
【M3.8】東京湾 深さ70.6km 2015/06/18 08:39:47
(G)http://j.mp/1JZ1jX7 (アニメ)http://j.mp/1MMEqFB

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 大阪府 能勢町 
【M3.9】京都・大阪府境 深さ404.6km 2015/06/18 07:52:58
(G)http://j.mp/1RayJCS (Y)http://j.mp/1RayJT7 (アニメ)http://j.mp/1TvqGo5

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 京都府 南丹市 
【M2.6】京都府中部 深さ12.7km 2015/06/18 05:53:54
(G)http://j.mp/1Ce6Hzp (Y)http://j.mp/1GPH11s

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
原発の発電効率（熱・電気変換効率）は、あらゆる発電機器のなかで最低ライン

核反応熱の８割が廃熱として海洋に捨てられる

海洋水の比熱は大気の千倍　海水温を１度上げることは気温を1000度上げることを意
味している

つまり地球温暖化の真の原因は、海暖め装置の原発にある可能性が強い

特務機関NERV @UN_NERV · 7 時間7 時間前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 警報情報 2015年06月18日 03:06】
次の地域に警報が発表されています。

［鹿児島・日置］大雨

［川薩・姶良］大雨

［甑島］大雨

［指宿・川辺］大雨

［曽於］大雨

［肝属］大雨

［種子島地方］大雨

［屋久島地方］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月17日 23:28】

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20110312155700.html?e=477
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/611334547150499840/photo/1
http://j.mp/1JZ1jX7
http://j.mp/1MMEqFB
http://j.mp/1RayJCS
http://j.mp/1RayJT7
http://j.mp/1TvqGo5
http://j.mp/1Ce6Hzp
http://j.mp/1GPH11s


関東甲信地方では、１８日明け方にかけて、雷を伴った激しい雨が降る見込みです。

低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意、警戒をしてください。落雷や突風、

降ひょうにも注意してください。

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
Updated【M7.0】SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2015/06/17 21:51:33
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1fh5eDp (USGS)http://j.mp/1JTJuuk

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集

 

http://j.mp/1fh5eDp
http://j.mp/1JTJuuk
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


（６月18日）　【 甲状腺 機能 亢進症 】体の動きが激しくなり、息切れしたり、手が
震えたりイライラしたり。とにかく、落ち着かなくなる病気／死亡診断が下されない
限り、「心肺停止状態」。

http://85358.diarynote.jp/201506181114594627/

【鹿児島・宮崎・熊本】 0.１μ超え。／フクイチ放射性水蒸気の

噴出／核分裂反応＝臨界が高まっている。

2015年6月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=jM9WAnOgEPA
クロノトリガー - ピアノ 神曲 メドレー 【作業用BGM】 
/ Music for study and work - CHRONO TRIGGER PIANO 

不正選挙監視団 @rigged_election · 1 分1 分前 
【拡散】tokaiama　JTが放射性物質の基準値を大幅緩和 たばこに近寄るな!!
　http://blog.livedoor.jp/home_make-toar/archives/7831432.html ……　喫煙者の肺ガン
を激増させてフクイチ癌を薄めたいのだろうな

hiroshi @t464 · 5分5分前 
フクイチ３号機のデブリが噴出させている放射性水蒸気の噴出回数が上がっている。

水蒸気の噴出量と噴出圧力も高まっている。これは核分裂反応（臨界エネルギー）

http://85358.diarynote.jp/201506181114594627/
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が日々高まっている！ということだ。（飯山一郎） http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-
entry-7791.html …

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
郡山の学生、着てる服から、0.8μSv発しながら生活。　http://bit.ly/1gAwpss

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 2 時間2 時間前 
いつ爆発してもおかしくない原発を背負う 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450524633234538496/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
北安曇郡白馬村北城4488-227 国設八方尾根酸性雨測定局は、いつもオキシダント濃度
が高い。このままにしておくと健康被害が出る。ほぼ24時間、基準を超えている。 
原因を調べないと。

http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=20485950 …

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
PM2.5 注意喚起の 85μg/m3超
静岡市葵区羽鳥 服織小学校 572μg/m3
一般局なのに、異様に高い。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
原発事故後の心筋梗塞の増え方

千葉県では、事故前の二倍に

関東各県でも似たような状況

http://blog-imgs-74-origin.fc2.com/k/i/i/kiikochan/20150527124423c36s.png …
これは完全に疫学調査要件を満たしてるが、国や医学界は頬被りしたまま

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
柔道の授業で死亡、組体操で脊椎損傷…事故頻発の背景に文科省の「正義」押しつけ
教育

http://lite-ra.com/2015/06/post-1193.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
【酷い】年金情報漏えい事件を世間に暴露した職員、守秘義務違反で告発へ！２ちゃ

んねる書き込みで機構が対応！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6864.html …

http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-7791.html
http://bit.ly/1gAwpss
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450524633234538496/photo/1
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http://blog-imgs-74-origin.fc2.com/k/i/i/kiikochan/20150527124423c36s.png
http://lite-ra.com/2015/06/post-1193.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6864.html


失態は一切反省しないが、失態を曝露した職員は徹底的に制裁する

まりでヤクザかチンピラの集団　厚労相年金機構

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
蓮井ノエル @noel_hasui · 5時間5時間前 
安倍内閣が強引に推し進めているものリスト

『特定秘密保護法』

『原発再稼働』

『解釈改憲』

『集団的自衛権行使容認』

『辺野古米軍基地新設強行』

『武器輸出解禁』

『TPP』
『労働者派遣法』

『社会保障費削減』

『介護報酬改悪』

『軍事費増強』

『被災者救援策打ち切り』

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
甲状腺機能亢進症になると体の動きが激しくなり、息切れがしたり、手が震えたりイ

ライラしたりします。治療法はありますが、とにもかくにも、精神的にも落ち着かな

くなる病気

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
（ドイツTAZ紙：デルテ・ジーデントプフ医学博士インタビュー）
チェルノブイリ事故後

風向き変わり放射能雲がモスクワに向かい始めた時

ヨウ化銀を用いた人工雨により

ベラルーシへ放射性物質降下が促進された

住民に知らされず

五月初旬、突然空から黄色い雨が落ちて来たと人々は語った

War Is Overさんがリツイート 
高野敦志 @lebleudeciel38 · 13時間13時間前 
救急車の有料化が検討されている。救急車を呼ぶと30分3万円になるそうだ。これじゃ



、急病人が出ても翌日まで待って、手遅れで亡くなる人が続出するね。何でこんな非

人情な国になるのかって？　それは戦争するのには莫大な費用がかかるからだ。オス

プレイが3600億円もかかったからだ。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
2015/5/31
福島県双葉郡富岡町本岡清水前(除染済) 毎時３．０２μSv
https://www.youtube.com/watch?v=F_EFKhOama4&feature=youtu.be … 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：06/17 19:39 ID:- 
（福島）県が水道原水の放射性物質検査結果を発表

放射性ストロンチウムは最大で１リットル当たり０・００１８ベクレル… 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150617-00000019-fminpo-l07 …
#福島県は安心して飲用できるとｏ狂ってる

War Is Overさんがリツイート 
ブラック◆コロン @pirazzy · 18時間18時間前 
ブラック◆コロンさんがリツイートしました charley
これ分かりやすい数字。

言っとくけど【電車に乗った人だけ】の数字だからね。

今は急病人�人身事故と放送されてるみたいです。 
charley@charleycharley7 2015急病人ツイート中部・関東・東北
2月後半209平均13.9人
3月前半188平均12.5
3月後半309平均19.2
4月前半340平均22.6
4月後半331平均22.0
5月前半318平均21.2
5月後半350平均21.8
6月前半384平均25.6人

War Is Overさんがリツイート 
konyan @madamkonyan · 18時間18時間前 
konyanさんがリツイートしました BOPPO
先ほどJRの某駅改札前でも急病人が倒れこんでいましたね。

https://www.youtube.com/watch?v=F_EFKhOama4&feature=youtu.be
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150617-00000019-fminpo-l07


交番のお巡りさんが対応していましたが通行人はみな無関心のご様子でした。 
＞BOPPO@Boppo2011 
＞今日、市役所へ手続きに行ったら、倒れた人がいて救急車が来てました

最近は珍しい事でも無いらしく、市役所の人も平然としてました

日本の人口は急減し続け、今後ますます"ホ"の影響が目に見えて表れると私は思います
ブログや前ツイにも書きましたが、2018年から嫌でも分かると思います

War Is Overさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 19 時間19 時間前 
隠蔽圧力

@sobtomk: @2ch_NPP_info
"ERIXO146 人身事故じゃないのよTT急病人救護だったんだけど、亡くなったみたい、
、。それで駅員が人身事故って流せーって言ってて。その倒れた瞬間を見てしまいま

したTT　23:33 - 2015年6月16日"

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 22時間22時間前 
@gomagomagohan 死亡診断が下されない限り、「心肺停止状態」だそうですから、
亡くなったことは発表されないと思います。

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 22時間22時間前 
@gomagomagohan いや、「急死のお客様が〜」とは言わないでしょうね。これま
でも、ホームの急病人に青いシートがかけてあった、などの目撃談もあるので、すで

にいろいろあるのではないかと疑っています。

AKIRAさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 5月10日 
@tkypushbike それに伴い、ハワイでも先月下旬から放射能測定が始まりました

AKIRAさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 4月5日 
太平洋の放射能汚染がさらに拡大。アラスカの一部やハワイにも汚染が広がってい

ます。http://amba.to/ZY0ru9 
https://twitter.com/Lulu__19/status/316883391620456448/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 

http://amba.to/ZY0ru9
https://twitter.com/Lulu__19/status/316883391620456448/photo/1


rima @risa_mama117 · 3月3日 
引用:
「東京湾の汚染を見ると、(獨協医大)木村さんの調査では、最も汚染レベルが高かった
のは、千葉県内を流れる花見川の河口で、1189 Bq/kg。次いで荒川河口（398 Bq/kg）
、木更津港内（162 Bq/kg）と続く。」 
https://twitter.com/risa_mama117/status/572580640014524416/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】 

cmk2wlさんがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 12時間12時間前 
2011年3月15日、21日と、今まさに放射性プルームが関東を汚染しているというのに
、

大丈夫大丈夫と言っていた奴らも、

春雨じゃ濡れて参ろうとか抜かした奴も、

重くて飛ばないモーンとかメルトダウンじゃないだすとか戯言を抜かした奴とかも、

僕にとっては悪魔だ。

恐ろしい人間だ。

cmk2wlさんがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 15時間15時間前 
あのな、てめえらがな、きちんと東京にも放射性プルームがやってくる！

屋内退避しよう。

会社を休もう。

学校はやめよう。

雨に濡れるな！

今のうちに女子や母子は西へ逃がそう！

そういっていたら、今の日本は違った未来があったと思うんだけど。

責任とれよ。

https://twitter.com/risa_mama117/status/572580640014524416/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ


（６月18日）　脳ベクレです。

http://85358.diarynote.jp/201506182332235233/

大量のヨウ素131が検出されている5月20日から31日まで／30ペ
ージ目が驚愕です！／「被曝妄想」で措置入院か？

2015年6月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=UvmCVodxOe0
リコーダーでジブリの曲 

おばんです。２１：５４です。

今日はちょっと||||（＠＠；）||||
恐怖体験がありました。（－－；）

そうです。脳ベクレです。

（＞＜；）

３１１直後の４月頃をのぞけば、普段そんなこと無いのに…

ＡＴＭでキャッシュカードの番号を「思い出し間違い」？して、

あわや引き落とし停止？になりかけたりとか、

そのあと郵便局で、書類書くのに自分の携帯番号が思い出せなくなったりとか、

http://85358.diarynote.jp/201506182332235233/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150618/85358_201506182332235233_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150618/85358_201506182332235233_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150618/85358_201506182332235233_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=UvmCVodxOe0


（＞＜ｐ）

カードの引き落とし金額を「ヒトケタ！勘違い」して入金していて、残高不足で引き落とせてい

なかった！とか…（－－；）…

自分じゃ体調も精神状態も脳も、けしてそんなに悪いという自覚は無いんです…
http://85358.diarynote.jp/201506080021555659/

…||||（＠＠；）||||…

こ、こわい…★…（〜〜；）…★

（あ、でもシッカリ！（＾＾；）！

「１０日遅れの」誕生日ケーキは確保しましたよ〜♪）

http://85358.diarynote.jp/201506081709049597/

個人的な問題とやや放射能まじりの強風を除けば、

今日の札幌はうそのように

穏やかな晴天で！（＾＾）！

…どうせなら、こんな日に、キリ良く人生が終わってくれたらいいのに…★
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=bzOkr9TqpiY
いつも何度でも　（リコーダー）

https://www.youtube.com/watch?v=gb6oYuOQEaU
千と千尋の神隠し｢いつも何度でも｣リコーダー四重奏 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15 分15 分前 
アメリカ人やドイツ人の知り合いがいる人なら

知ってると思いますよ。トランス脂肪酸が規制されてる国から来た外国人が、びっく

りしますよ「まだトランス脂肪酸を使ってるんだ？日本は？」みたいに。なら、な

んで、そんな危険なものを使うのか？　理由は簡単「食品が長持ちするし、コストが

安いから」

Lightworker @Lightworker19 · 24 分24 分前 
日本の放射能の安全の基準は世界の数倍-つまり、外国にもっていったら即刻に流通

http://85358.diarynote.jp/201506080021555659/
http://85358.diarynote.jp/201506081709049597/
https://www.youtube.com/watch?v=bzOkr9TqpiY
https://www.youtube.com/watch?v=gb6oYuOQEaU


禁止、飲食禁止なのだ なんでそんなものを食わして安全と言えるのだ
　http://bit.ly/186EJGy 　 

特務機関NERV @UN_NERV · 45分45分前 
【ＪＲ横浜線 運転見合わせ】
JR横浜線の上下線は踏切での人身事故の影響で、東京の八王子駅と神奈川県の東神奈
川駅の間で午後9時20分ごろから運転を見合わせています。
http://nerv.link/l8W5UY

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【外房線 運転再開 2015年6月18日 20:30】
本納駅で発生した人身事故の影響で、千葉〜上総一ノ宮駅間の上り線の運転を見合わ

せていましたが、20:21頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
この地域は、他の放射能汚染地帯よりもα線β線の数値が極めて高く、加えて中性子線

が飛び交う桁違いの危険性が指摘されている。 東葛地区はMOXプルサーマル核燃料高
レベル放射能汚染地帯である。　http://bit.ly/1diuaIN

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
3.11以降の特徴は
九州〜沖縄にかけて、噴火や地震で騒がしくなると、高い確率で北海道方面も騒がし

くなるんだよね。

北海道：十勝の地震計。　©気象庁：連続波形画像
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/611487013200474112/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【拡散】ドイツのシミュレーションでは福島の汚染水で太平洋は 終り
http://bit.ly/13Isx28 
https://twitter.com/Lulu__19/status/370537520670314496/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
西日本へ引っ越しました。 子どもの目脂も引越し後すぐにでなくなり、東京であった
肌の荒れもほぼありません。 私達大人の慢性的な下痢も福岡移住後２週間足らずでな
くなりました。私の原因不明のアザもできません。 http://bit.ly/MG1DLs

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 

http://bit.ly/186EJGy
http://nerv.link/l8W5UY
http://bit.ly/1diuaIN
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/611487013200474112/photo/1
http://bit.ly/13Isx28
https://twitter.com/Lulu__19/status/370537520670314496/photo/1
http://bit.ly/MG1DLs


【低温に関する異常天候早期警戒情報（関東甲信地方） 2015年06月18日 14:21】
今回の検討対象期間（６月２３日から７月２日まで）において、関東甲信地方では、

６月２４日頃からの１週間は、気温が平年よりかなり低くなる確率が３０％以上と見

込まれます。（続く）

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【低温に関する異常天候早期警戒情報（東海地方） 2015年06月18日 14:12】
今回の検討対象期間（６月２３日から７月２日まで）において、東海地方では、６月

２４日頃からの１週間は、気温が平年よりかなり低くなる確率が３０％以上と見込ま

れます。（続く）

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【低温に関する異常天候早期警戒情報（四国地方） 2015年06月18日 14:17】
今回の検討対象期間（６月２３日から７月２日まで）において、四国地方では、６月

２３日頃からの１週間は、気温が平年よりかなり低くなる確率が３０％以上と見込ま

れます。（続く）

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【高温に関する異常天候早期警戒情報（沖縄地方） 2015年06月18日 14:15】
今回の検討対象期間（６月２３日から７月２日まで）をとおして、沖縄地方では、７

日間平均気温が平年よりかなり高くなる確率が３０％以上と見込まれます。農作物の

管理等に注意してください。（続く）

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
福島原発で、今、再び異常な大変な事態が起きている？ 
『海側井戸で２１０万ベクレル＝最高値を更新』　http://bit.ly/1ew4k1B

AKIRAさんがリツイート 
昭和おやじ @syouwaoyaji · 10時間10時間前 
二年前、東電は水が漏れる危険性を認識しながら急場しのぎでいくつも地下貯水池を

造り、そこに超高濃度の汚染水を入れた。やはり汚染水漏れが起き、周辺の地下水で

はいまだに汚染が続く。

福島第一　急造貯水池　安易な選択のツケ重く

http://smar.ws/mYr0L

AKIRAさんがリツイート 
子ども全国ネット @kodomozenkoku · 10時間10時間前 

http://bit.ly/1ew4k1B
http://smar.ws/mYr0L


【危機後の大量放出で汚染深刻化】「事故で放出された放射性物質は、核燃料のメル

トダウンや水素爆発が相次いだ事故発生当初の４日間ではなく、その後に全体の７５

％が放出」「政府解明しておらず」http://kodomozenkoku-
news.blogspot.jp/2014/12/nhk.html … … 
https://twitter.com/kodomozenkoku/status/548735334398173184/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
現在、F1から大量に噴出するストロンチウム90を含む放射性水蒸気がスカイシャイン
となって既に関東東北圏を覆っている。梅雨の時期と重なり危険は予断を許さない状

況である。

F1に人が近づけ無いのであるから、次の結果は推して知るべし。

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
燃料棒が溶解して一体化すると超高熱を発生させて、すざましい上昇気流を発生させ

高度1万メートルまで猛烈な放射性粒子を巻き上げる。そして、半径250キロ圏内に放
射性粒子が、電磁シャワーのように降り積もり、一帯は死の大地と化してしまう。 

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
脳のニューロン間通信にカルシウムイオンの変わりに使われていたストロンチウム90
がベータ崩壊し、その巨大なエネルギーで意識を失い、崩壊した後のイットリウム90
が膵臓(すい臓)に行って強いベータ線で膵炎を起こし内蔵が溶ける。
　アーネスト・スターングラスのストロンチウム９０の警告

amaちゃんださんがリツイート 
放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 12時間12時間前 
アメリカの独立系ジャーナル： ひょっとすると、本当にひょっとするとだが、大東京
圏3800万人の住民が最終的には避難することになるのかも知れない。はっきりわかっ
ている人などいるのだろうか？ ゴジラのみぞ知る! http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/06/-
3800-1.php …

cmk2wl @cmk2wl · 14 時間14 時間前 
福島の脱水汚泥。5月後半 20日から31日まで11日間。
大量のヨウ素131が検出されている。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/611319019925319680/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
けいとうさぎ.com @keitousagicom · 2013年1月10日 

http://kodomozenkoku-news.blogspot.jp/2014/12/nhk.html
https://twitter.com/kodomozenkoku/status/548735334398173184/photo/1
http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/06/-3800-1.php
https://twitter.com/cmk2wl/status/611319019925319680/photo/1


30ページ目が驚愕です！！普通に飲んでました((+_+))
RT @kiyokostar 東京の事故直後の水道水汚染データ、米軍資料。「飲むな」って言わ
れてたころかな。こういうことになっていた。ホントにやばかった。

http://www.rgchps.org/wp-content/uploads/2011/04/RGCHPSDARWG-Rademacher.pdf
…

https://www.youtube.com/watch?v=SQBHTf45Stg
もののけ姫　（リコーダー）

…どうも私のココロは今、この「縦笛の音色」に癒しを求めているようです…☆

AKIRA @AKIRA23150220 · 2時間2時間前 
この闇を葬る為に4000万人の日本人を見殺しにするのか⁈
気が付いて逃げようとする者達まで殺すつもりか⁈

https://twitter.com/momomamju/status/611493378849550337 … 
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/611503724997902336/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 3時間3時間前 
AKIRAさんがリツイートしました momomamju
何故、F1から250km離れている都内で急病人が多発するのか？
福島産米の70%が都内に流通している事で今までの4年間の内部被曝の累積量が限界値
に達した。

もうひとつ隠された重大な事実があった。

https://twitter.com/momomamju/status/611493378849550337 …
そこに放射性水蒸気が降り注いだ。

War Is Over @kenshimada · 3 時間3 時間前 
「福島で甲状腺がんが増えることはない」 この言葉の真の意味は、「今後日本では甲
状腺ガンが発生してもガンと診断しない」という事かな。同じように、「放射能との

因果関係が認められない」は「因果関係を調べない」

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：2015/06/18(木) 16:27 ID:XXXXXXXX
ホルムズ海峡も朝鮮半島も…何の関係もなく、行き先はフクシマであった。

http://www.rgchps.org/wp-content/uploads/2011/04/RGCHPSDARWG-Rademacher.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SQBHTf45Stg
https://twitter.com/momomamju/status/611493378849550337
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/611503724997902336/photo/1
https://twitter.com/momomamju/status/611493378849550337


Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【セシウムがれき】 「反対意見は無視する」 川崎市長 http://bit.ly/AxTVzL

War Is Over @kenshimada · 5時間5時間前 
東北大・下川教授「大震災後に心不全が明らか増加した例はこれまで例がない。心不

全パンデミックにいかに対処するかを学会のサブテーマにする。」　

　http://www2.convention.co.jp/jhfs16/greeting/index.html …　パンデミックというほ
どに、現地では心不全が多発している事が伺われる。

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
【拡散】nishiyan786 んなことより、「首都圏」反原連が運動から「放射能」や「被曝
」というワードを徹底的に排除している、そのこと自体がむしろ東京が放射能汚染地

帯であることのなにより証明つか、その汚染の「度合い」を表してんじゃないっす

かねぇ。

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
【拡散】MLA99 怖いな。本当の事を言って精神病院に連れて行かれる時代になっ
たか。 Merx77: 松戸から長野に避難した女性 “被曝妄想”で措置入院か?
http://bran7.net/archives/43682

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11時間前 
【拡散】k2cyan NHK『ためしてガッテン』では40代から多発するナゾの心臓病を
解明。・・・・・・・「ナゾの心臓病」凄いコピーだ。この番組作ったのは「電通」

だろうな。ナゾでもなんでもない、被曝の影響だ。

amaちゃんださんがリツイート 
ayacarythm @ayacarythm · 23時間23時間前 
『ワイセツって何ですか？』読書中。留置所の酷さにビックリした。有罪が確定して

ない状態ですごい人権無視。ハナから罪人として扱ってる。それに日本の刑事司法の

中世っぷりは想像以上だわ。。。

https://www.youtube.com/watch?v=OD_AfhOEYDw
「残酷な天使のテーゼ」“A Cruel Angel’s Thesis” （リコーダー六重奏）Recorder Sextet 

War Is Over @kenshimada · 11時間11時間前 

http://bit.ly/AxTVzL
http://www2.convention.co.jp/jhfs16/greeting/index.html
http://bran7.net/archives/43682
https://www.youtube.com/watch?v=OD_AfhOEYDw


スティーブ・ジョブズ「毎朝鏡を見るとき、自分に問いかけるんだ。今日がもし人生

最後の日だとして、今日これからやろうとしていることをやりたいだろうか？」

「答えがノーの日が何日も続くようなら、他にやりたいことを探すべきだ。」

…今日はだいたいおおむね「イエス」だった…ｗ

（＾＾；）（時間が足りなかったけど！）

明日から３日間は「ノー！」だろうなぁ…☆★…

https://www.youtube.com/watch?v=dqmEVnLnXKM
「カゲロウデイズ」をゆっくりリコーダーで吹いてみた(ドレミ楽譜付き) 

とても素晴らしい演奏なので、もっぺん貼りましょう…♪
http://85358.diarynote.jp/201506181056235237/

https://www.youtube.com/watch?v=1jEsK-uy64o
Cambridge Buskers in Japan 
/ ケンブリッジ・バスカーズ 〜 二人だけのオーケストラ 

今日までガンバッテ生き伸びてきて良かった！

　o（＾ｗ＾）o

こんなに楽しい編曲の名演奏が聴けたよ…！

https://www.youtube.com/watch?v=dqmEVnLnXKM
http://85358.diarynote.jp/201506181056235237/
https://www.youtube.com/watch?v=1jEsK-uy64o


（６月19日）　あのときあたしが泣いたのは、到底あなた達には理解できない、って
諦めの涙だったんだ。

http://85358.diarynote.jp/201506190901417623/

能登半島は要注意／茅ヶ崎チタン工場の火事の風下は放射性物質

を大量に／大規模臨界プルームが北海道をUターン汚染してる。

2015年6月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おやほう…もとい…おはようございます。
（＾＾；）０８：０８です…。

札幌は「気が狂ったような」としか評しようがないような突風が吹き荒れています。

窓閉めてるのに、換気扇のすきまから逆流してくる風のイキオイで、

ガスコンロの火が吹き消されてしまい朝飯の調理ができない！

||||（＠＠；）||||
という悲喜劇な案件が発生中…（－－；）。

https://www.youtube.com/watch?v=cMBvXOOSZe4
「風が吹いている」“”Kaze ga fuite iru“ （リコーダー五重奏）Recorder Quintet 

…すげぇデッカイ笛だなぁ、これ…
…（＠＠；）…
アルトサックスくらい？のサイズがあるのに、なんでこんなに高い音が出せるの…？？

amaちゃんだ @tokaiamada · 7 分7 分前 
今の若い人は知らないだろうが、1960年代、厚生省は蚊やダニなどの駆除を名目に、
飛行機やヘリコプターで大規模に市街地や農村にDDTやBHCなどを無差別散布した
住民はそれを吸い込み、井戸に入り、犬や猫が大量死

老人達の死因第一位は、こうした農薬中毒による腎不全尿毒症だった

amaちゃんだ @tokaiamada · 34 秒34 秒前 
もう半世紀近い前のことだが、当時、初めてアメリカからベトナム戦争で使われた枯

葉剤などが農薬製品として日本に大量に入ってきた

有機リン系マラチオンなどだが、これを初めて使った農民たちは、凄まじい殺虫効果

とともに強力な防腐鮮度保持に驚き、収穫野菜に散布して出荷した

大半が尿毒症で死亡

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
勤務地の線量は1μ程度、普段とあまり変わらない線量なんですよ

だから除染作業に

関東各地の事故前の線量は0.03μSv/h程度　ほんの33倍くらいですね
ハハハ

年間9mSv程度の被曝　基準値の10倍しかありません　ハハハ 
https://twitter.com/tokaiamada/status/611658158570758144/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
此れこそ国家機密！急展開３号機動画：４分４１秒MOX燃料細管が写って居ます！ （
大山こういちのブログ）

http://www.asyura2.com/13/genpatu34/msg/758.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
全町避難の楢葉町、政府、お盆前の帰還を推進、避難指示解除へ(6/17 共同通信)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5267.html …
処刑されに戻るのか？

http://85358.diarynote.jp/201506190901417623/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506190901417623/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150619/85358_201506190901417623_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150619/85358_201506190901417623_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150619/85358_201506190901417623_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cMBvXOOSZe4
https://twitter.com/tokaiamada/status/611658158570758144/photo/1
http://www.asyura2.com/13/genpatu34/msg/758.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5267.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
大都市住民の避難は結局徒歩になる

http://inventsolitude.sblo.jp/article/142651134.html …

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
このニュースで謎がとけた。散歩していて植物を観察すると枯れや変色、奇妙な斑点

が気になっていた。粒子状物質が原因かと思っていたけど、大気汚染の窒素化合物に

よるものだろうね。ザントモナスの検索結果。

https://www.google.co.jp/search?
q=Xanthomonas&espv=2&biw=1050&bih=593&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uXGCVdrxAZTtoATtkZPwCQ&ved=0CAYQ_AUoATge#tbm=isch&q=Xanthomonas%E3%80%80-
%E6%A1%BF%E8%8F%8C%E3%80%80-
%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AC … …

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
葉粒菌であるザントモナスは植物にとって常在菌。そして空中窒素の固定を行うこと

で共存していた。バランスが崩れることで植物に穴を開けているんだと思う。人体で

起こる現象と全く同じ。原因は放射線によって作り出された窒素化合物。

なぜ、いつまでたっても原因にたどりつけない？

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
15. APCで気がついたこと。
ちょっとした動作、紙を持ち上げたり、椅子から立ち上がるだけでも浮遊する微粒子

の数はとんでもなく増加する。食品を置いている場所で汚染物を測定したり持込めば

、それらもすべて汚染される。試験管の病原菌より扱いが難しと思ったほうがいい。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
能登半島周辺は要注意。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/611588816843870210/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
茅ヶ崎チタン工場の夜中の火事はしばらく鎮火しないと思います。

風下地域は注意しないと、とんでもない放射性物質を大量に吸い込むことに。

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
臨界を起こしてるのはフクイチだけ　フクイチが想像以上の大規模な臨界を起こして

いて、そのプルームが太平洋に出て北海道をUターン汚染してる以外に説明がつかない

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
チェルノブイリ原発から1300km離れた
トルコ北東部にあるメカーレスキリット村では、

事故翌年の1987年に生まれた17人の子供全員が
90年代後半に白血病でなくなった
(エビデンスに基づく考察 2011.08.28)より

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
栃木県那須塩原

8.62μSv/h 関谷小学校 通学路のホコリ 2012年9月
10.00μSv/h　下田野 2013年1月
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/91d926c6c906dc41b240746a6a175232 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
(2011.3.12 双葉町) 4600μSv/hを記録していた！！
福島原発から「通常の１０万倍」 の放射線量の蒸気が噴出
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/21b67a44fcdf2384cfa3c4677496fce …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
２０１１年３月１４日２０時以降１５日未明にかけて ”１号機の水素爆発時の２０倍”
関東地方に流れた http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c50e84df3cf7ac0050c15c30477807ad
…

neko-aiiさんがリツイート 
鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 · 9時間9時間前 
仁志田昇司伊達市長

「3.0（μSv/h）を超えてる学校は他にも多数あるんですけれども、それもやれと。ある
いは2.0でもやれという…私としては国が定めた3.8を超えていないんだから大丈夫だか
ら遊びなさいと安心しなさいと言っている」

http://inventsolitude.sblo.jp/article/142651134.html
https://www.google.co.jp/search?q=Xanthomonas&espv=2&biw=1050&bih=593&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uXGCVdrxAZTtoATtkZPwCQ&ved=0CAYQ_AUoATge#tbm=isch&q=Xanthomonas%E3%80%80-%E6%A1%BF%E8%8F%8C%E3%80%80-%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AC
https://twitter.com/cmk2wl/status/611588816843870210/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/91d926c6c906dc41b240746a6a175232
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/21b67a44fcdf2384cfa3c4677496fce
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c50e84df3cf7ac0050c15c30477807ad


（2011年5月18日、衆院文部科学委員会にて）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
Radiation from Fukushima Disaster Still Affects 32 Million Japanese
（UNITED NATIONS UNIV.：http://ourworld.unu.edu/en/radiation-from-fukushima-
disaster-still-affects-32-million-japanese …）

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
ずーっと濃霧警報です。 

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
火山灰は火口から噴出されたマグマの破片なんだけれど、そのサイズはとっても小さ

いんだよね。スギ花粉（約30μm）や黄砂（約4μm）くらいの粒子もあるみたいで、僅
かな隙間からでも侵入してきてしまうんだよ。これらが電子機器の故障を引き起こす

事もあるんだよね…

cmk2wlさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 11時間11時間前 
茅ヶ崎チタン工場の夜中の火事。放射性物質を含むチタンの危険性がニュースで知ら

されない国、日本。

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/1ad5cc00eee18f7bfb59038f7098b1a1 …
@oldblue2012さんから

War Is Overさんがリツイート 
sachi @sachixxx · 13時間13時間前 
急病人による電車の遅れは本当に増えていると肌で感じているよ。高校〜大学〜社会

人と、週5日×十数年間都内の電車に乗っていたときより、ここ1年足らずの期間に駅の
放送や電光掲示板で知る回数が多いもの。もう、毎日のように。

neko-aiiさんがリツイート 
希望を胸に！ @atsuchaman · 6月17日 
昨日テレビを見てたら「白内障は５０代で２人に１人が発症する」と言ってた。驚

きだ。 私は昔 白内障の研究をしていたんだけどね… 文献によると「白内障は６０代で
発症する。５０代ではほとんど発症しない」と… するとやはり福島原発事故の放射能
の影響か？ 今後白内障患者の数は増えるだろう。

War Is Overさんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 6月17日 
夏から大気中のストロンチウム９０が最大になる

そして熱中症で内蔵が溶ける

http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/4f005c6c3e9ccce99f35b0e7b2aa9975 …
脳のニューロン間通信に使われていたストロンチウム90がベータ崩壊し
その巨大なエネルギーで意識を失い・・・

https://www.youtube.com/watch?v=0-4R1otARTc
パッヘルベル「カノン」Pachelbel “Canon” 
（リコーダー四重奏）Recorder Quartet 

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 40分40分前 
はなゆーさんがリツイートしました あり
@tokaiamada 【大学の自民党サークル】　このかたは「誰が入るの？」と嘲笑してい
るが、就職に有利になるのであれば（保守的な学生を採用したい企業はいくらでもあ

るので）入る大学生はいくらでもいると思う→

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 52分52分前 
@tanakaryusaku 
田中龍作先生の仰る通り！

【読売・産経はゴミ新聞紙】

■読売新聞・産経新聞は、生ごみ包むだけの新聞紙でございます

≪解約して年間４８０００円の節約！≫ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/611665361050558464/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
英警察、野外コンサート「ダウンロード・フェス」で、警備カメラにより、観客１０

万人以上の照合用「顔面画像」を入手　/　警察側、要登録サイトで、事前「周知」
http://www.commondreams.org/news/2015/06/16/facial-recognition-fest-uk-police-scan-
100000-concertgoers …

http://ourworld.unu.edu/en/radiation-from-fukushima-disaster-still-affects-32-million-japanese
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/1ad5cc00eee18f7bfb59038f7098b1a1
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/4f005c6c3e9ccce99f35b0e7b2aa9975
https://www.youtube.com/watch?v=0-4R1otARTc
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/611665361050558464/photo/1
http://www.commondreams.org/news/2015/06/16/facial-recognition-fest-uk-police-scan-100000-concertgoers


amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
米キュリオン社の「トリチウム除去技術」、２０１６年３月まで実証実験を継続　/　
レイモント社長、「キュリオンの技術で〔トリチウムの〕海洋放出の必要がなくなる

」と強調

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-5529.html#more …
理論的にはトリチウム分離が可能だが、グラム当たり金より高価になるはず

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2012-07-24
【医療被曝】英国のある地域では、定期健診の際のレントゲン撮影を中止。

それに伴って、ガンが徐々に減少。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1ddd198fb14df452dea117e100faf801 …
利益目的だけで巨大な歯車として回っている

現在の医療体制を抜本的に改革すれば

国民医療費は劇的に下がる

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
(2014/6/17 保坂正康)
京都へ行ったら

タクシーに乗ると京都の運転手さんが

「京都や関西のマンション値段が上がってますよ」と

つまり東京や東北から

お金のある人たちはセカンドハウスを関西に求め

それが値段を押し上げている

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e8a494674abea90f98189d47cb0b73d9 …

amaちゃんださんがリツイート 
金子勝 @masaru_kaneko · 6月17日 
【福島棄民政策２】政府は森林もため池もダムの湖底も除染「しない」。４年間避難

を強制させられた家の改修は順番待ちで、２年はかかる。楢葉町の農家で今年試験耕

作はまだ１０戸だけ、作ったコメの販路確保の応援も「しない」。それで戻れ？考え

ているのは賠償打ち切りと東電救済だけだ。

amaちゃんださんがリツイート 
ジブリル:電子書籍は図書館貸出可にすべき @starbuck2102v · 6月12日 
普段と変わらない線量なら除染の必要はない。あからさまな嘘が書いてある

“@s_hiroki24: 除染作業員の求人広告ですが、この文章を読み解いてくださいませんか
？

@namiekuwabara @karitoshi2011 ”
https://twitter.com/s_hiroki24/status/609341640054943746/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=pXN42UdVXfI
｢魂のルフラン｣“Soul’s Refrain” (リコーダー五重奏+MIDI)Recorder Quintet 

cmk2wlさんがリツイート 
冷凍都市 @ayumochineko · 8時間8時間前 
そんなんされたら、子どもや夫が死んじゃうと思いました。

あのときあたしが泣いたのは、到底あなた達には理解できない、って諦めの涙だった

んだ。

やはり、大丈夫だと思うけどね？なんて未だにいうんだね。

調べもしないんだね。

https://www.youtube.com/watch?v=XaBWoucfJiU
星条旗よ永遠なれ　リコーダー　stars and stripes forever 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
アメリカが最低賃金を時給１５ドル（１８００円）に引き上げ決定！ロサンゼルス市

やシアトル市等で引き上げ相次ぐ！アベノミクス・・・

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6871.html …

https://www.youtube.com/watch?v=FsJWGSqJ5_k
【吹奏楽】　星条旗よ永遠なれ 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-5529.html#more
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1ddd198fb14df452dea117e100faf801
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e8a494674abea90f98189d47cb0b73d9
https://twitter.com/s_hiroki24/status/609341640054943746/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=pXN42UdVXfI
https://www.youtube.com/watch?v=XaBWoucfJiU
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6871.html
https://www.youtube.com/watch?v=FsJWGSqJ5_k


https://www.youtube.com/watch?v=NamATe404Ss
ジョイフルブラス　星条旗よ永遠なれ 

https://www.youtube.com/watch?v=StsBonerqvw
J.P.スーザ／星条旗よ永遠なれ 

https://www.youtube.com/watch?v=CwtJWidcO18
星条旗よ永遠なれ(Stars and Stripes Forever)　エレクトーン
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月19日14:47
激しい頭痛と目眩。揺動感。

昏倒寸前の異様睡魔。(∋_∈)
 

https://www.youtube.com/watch?v=NamATe404Ss
https://www.youtube.com/watch?v=StsBonerqvw
https://www.youtube.com/watch?v=CwtJWidcO18
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月20日）　きみたちにはミッションがある。自公の独裁に仕えること。そしてわ
けもわからず軍需産業のために戦場に行くこと。

http://85358.diarynote.jp/201506200912188313/

「致死量の放射能を放出しました」#NHKが報道しない事／高温
で燃える放射性物質を含む金属粒子／汚染された那須塩原。

2015年6月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございます。０８：１４。

札幌は薄曇り。空気が湿気て埃っぽく、火山灰と放射性塵芥が満載で不快です。

（－－；）

よし！景気づけにこれを聴こう…♪
https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
yunyun アルパカらっぱからっぱ えこりん村 

cmk2wl @cmk2wl · 11 分11 分前 
茅ヶ崎のチタン製造工場の火災、続報がない。どうなってるんだろう。

高温で燃える放射性物質を含む金属粒子。普通に考えたら風下は避難なんだけど。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
千葉市の友人から、今、セーター着てこたつにはいってるとメールが来た

http://85358.diarynote.jp/201506200912188313/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506200912188313/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150620/85358_201506200912188313_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150620/85358_201506200912188313_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150620/85358_201506200912188313_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ


amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
ところかまわず眠りこける「眠り病」が流行中

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/252.html …

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
横浜市内の保育園。0〜1歳児。全体は三十人程度。うち60パーセント以上に機能性心
雑音。　http://bit.ly/1D8NvWo

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
自民党の松本文明衆議院議員、インターネットの反社会的な書き込みの規制を提言！

インターネット基本法の制定を要望

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6888.html …
【垂れ流し晋三】日本を完全破壊する自由民主党とか書くと逮捕されるわけ？

War Is Overさんがリツイート 
kazukazu88 @kazukazu881 · 3 時間3 時間前 
首相官邸に置かれたままだったドローンに「放射性物質が付着していた」として、公

安の発表を垂れ流しにして放射性物質を使ったテロをほのめかした報道の後に、付い

ていたのは福島の砂だった件は記憶に新しいですね。。。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
原発事故で放射能汚染された那須塩原、7128人が東電に賠償請求(6/15 毎日新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5269.html …
群馬、栃木、茨城、千葉、東京の大半も激しい放射能汚染がある

だが大本命は太平洋！

賠償総額は地球上の全資産でも不足するだろう

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
郡山の園児の体重が増えないらしい。当然だ。食欲減退（脳下垂体門脈系の視床下部

の機能低下）、身長が伸びない（下垂体前葉機能低下）、筋肉がつきにくい （腸内酵
素減少による各種アミノ酸合成とくにアセチルコリン量減少）が被曝初期から出てる

から。http://bit.ly/1BeYQD0

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
18歳選挙権で“大混乱” 票を売る少年少女が続々逮捕の懸念も 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160899 …

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/252.html
http://bit.ly/1D8NvWo
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6888.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5269.html
http://bit.ly/1BeYQD0
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160899


一番可能性の強い事態

投票に一票1万円程度の値が付けば、みんなが売り飛ばす

cmk2wlさんがリツイート 
織 @s_ghizaghiza · 8時間8時間前 
@cmk2wl 涼しいです。連日雨で太陽が出ませんから気温が上がらないせいかと思いま
すが。しかし、この時期長袖で過ごせるなんて記憶がないですし、霧みたいな雨なん

てあったか？いつもとは何か違う感じがしています。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8 時間8 時間前 
「政府管理区域・立入禁止」が東日本だけでなく日本列島全域に広がりそうだ。とい

うのは中性子線を発する濃霧が日本列島をスッポリと覆い尽くして、一億総被曝の様

相を呈しているからだ。この濃霧には中性子線を発する核種が含有されている。この

中性子線プルームによって「能天気」は絶滅する！

原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 8 時間8 時間前 
フクイチに残存ヨウ素はもうない、と言いながら、安定ヨウ素剤は準備しておくから

安心安全早く帰還せよ

これはちょっとおかしいじゃないかと渡辺参考委員が突っ込み

更田も

「無いものがどうして出てくるんだ、無いのにどうして安定ヨウ素剤を準備するのか

、私の方が言葉をきつく言っておく」 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今、日本の地下で起こってる事を図解にすると

「こうですよ」という解説図

凄く理解しやすい図解ですね。作成は静岡大学。「地震＝プレートの動きと火山の

関係」と「日本にある110の活火山の分布図と、日本にある4枚のプレートの位置関係
」

amaちゃんださんがリツイート 
daikichikyoudai @daikichikyoudai · 9時間9時間前 
@hanayuu coopさんの野菜が
地産じゃない！小松菜、ピーマン、水菜、キャベツすべて茨城産‼�
近場でもキャベツ沢山できてるのに？

昨日山積みの茨城産キャベツ。きょうは地産表記。ほんとだろうか…



AKIRAさんがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 · 9時間9時間前 
本年の5月16日に、関東住民は総内部被ばくしていた! http://goo.gl/TngKMB

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
＜福島里山便り＞フクイチから約５０キロの小さな町、

早朝から 深夜まで救急車の出動が増えている
多い日は１日に５〜６回 救急車の音
（2014年5月のツイートより）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18ad12edc5fee4a291ac8fb2a6996c3e …

AKIRAさんがリツイート 
放射能汚染・内部被曝情報 @radioactive_SOS · 11時間11時間前 
最近東京方面から関西にやってきた数名と会うが、どこか頭がおかしいのか大人なの

にキレやすくなっている。東京は人間の住める場所ではないし悠長に住み続けるほど

安全な場所ではない。その現実に目をつぶり自ら破滅に陥ってゆく人々をみるのが益

々忍び難くなってきた。

amaちゃんださんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 12時間12時間前 
18歳の選挙権は、将来の18歳徴兵制として設定されたものだ。18、19歳の諸君。喜ん
でいたら、酷い目に遭わされるよ。昔から、「ただより高いものはない」とね。きみ

たちにはミッションがある。自公の独裁に仕えること。そしてわけもわからず軍需産

業のために戦場に行くこと。

War Is Overさんがリツイート 
森岡正博 @Sukuitohananika · 14時間14時間前 
いまのNHK７時のニュースの安保法制憲法違反問題の報道の印象操作すごかったな。

War Is Overさんがリツイート 
nitonasuk @nitonasuk · 14時間14時間前 
とうとう圧倒的な憲法学者が反対の中、数少ない賛成学者を報じるNHK 。まるで賛否
が同数で別れているかの如くだ。本当に酷い。こんな公共メディアになぜ料金を払わ

ねばならないのか？冗談ではない。もう、ジャーナリズムはここには存在しない。

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

http://goo.gl/TngKMB
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18ad12edc5fee4a291ac8fb2a6996c3e
https://www.youtube.com/watch?v=IpDSnsOSLqQ


パカパカ - 山嵐 / Paka Paka - Yama-Arashi | takast 

おぉ♪　動画が秀逸…♪

AKIRAさんがリツイート 
brown sugar tart @tart_k · 2014年6月9日 
「致死量の放射能を放出しました。」2011年３月18日の会見で東電の小森常務は、こ
う発言したあと泣き崩れた。 #NHKが報道しない事 
https://twitter.com/tart_k/status/475914504891424768/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=D-P_sAgLkTc
カピバラさんとマユミーヌ「カピバラさんのうた」（short ver.）

…いかん。むしろマッタリしてしまった…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=UseJW3JRBQc
カピバラさんの唄

cmk2wlさんがリツイート 
ky @kyochanyo · 9時間9時間前 
@cmk2wl 来週ついに引っ越します。
今まで毎月一回避難先と関東を行き来してきましたが、、やっとです。

この3年が長かったです。
あと何年生きられるかわかりませんが、

残りの人生を大切にしたいです。

起きろ私！

https://www.youtube.com/watch?v=ZmojmgNPVMk
ビッグブリッヂの死闘 リコーダー

…洪水被害がはやく修復されますように…

https://twitter.com/tart_k/status/475914504891424768/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=D-P_sAgLkTc
https://www.youtube.com/watch?v=UseJW3JRBQc
https://www.youtube.com/watch?v=ZmojmgNPVMk


https://www.youtube.com/watch?v=aL8e6iiNTFU
グルジアの縦笛合奏が凄い　リコーダー（サラムリ）二重奏さらにハモり

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
戦争から帰還したアメリカ兵が訴えた　「本当の敵は　国内にいる

お国のためだと　「戦争」に行ったが…
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/903.html …

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
アメリカの履歴書には年齢と性別欄はないらしい。法律で禁止されている。聞いても

いけない。これも差別を防ぐため。

https://www.youtube.com/watch?v=i3XY4ZpSNfU
栗コーダーカルテット「帝国のマーチ」LEGO 2011 Star Wars The Advent Calendar 

AKIRAさんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 10時間10時間前 
ホの恐ろしさを知りながら東日本に住んでいる人達。生きながら緩やかに自殺してい

るように見える。諦めず、抗ってほしい。

AKIRAさんがリツイート 
maria @maria47434 · 24時間24時間前 
被爆回避のコツは

家族や周りの人間に何とバカにされようと

徹底的に無視し、我が道を行く事

知識の無い人に何を言われても

説得力は無い。

https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
【VOCALOID替え歌】社畜の俺等【紅蓮の弓矢】
       
 

https://www.youtube.com/watch?v=aL8e6iiNTFU
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/903.html
https://www.youtube.com/watch?v=i3XY4ZpSNfU
https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
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（６月20日）　今日はちゃんと定時であがりました。／…一応、残業代もちゃんと？
つくし、有給休暇まであるしね…☆

http://85358.diarynote.jp/201506210035541369/

ベータ線核種 24,000Bq 漏れ／「国の存立危機事態」ですよ。

2015年6月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

今朝のが気に入ったのでもう一度♪

https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
【VOCALOID替え歌】社畜の俺等【紅蓮の弓矢】 

いや（＾＾；）今日はちゃんと定時であがりました。

洗濯してお風呂にまったり浸かって、閉店前半額タイムセール２１０円也で仕入れてきたカツ丼

弁当も、シッカリたいらげました…♪

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

War Is Overさんがリツイート 
yomoyomo @yomoyomo · 6月17日 
痛いニュース(ﾉ∀`):上司「残業するな。仕事量はそのままな」→部下、早朝勤務繰り返
し自殺→妻の損害賠償請求は敗訴 http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1843963.html

http://85358.diarynote.jp/201506210035541369/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506210035541369/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150621/85358_201506210035541369_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150621/85358_201506210035541369_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150621/85358_201506210035541369_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1843963.html


… 最近のお上の朝型シフト推しが目指すものが見えてくるんじゃないでしょうか

…一応、残業代もちゃんと？つくし、有給休暇まであるしね…☆

ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=1kPQfl_gukk
【全部俺の笛】リコーダー多重録音で DQ シリーズ の曲を色々つなげt（ry 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
やっぱりトラブルが起きた。

相変わらず報道しないなぁ。　昨日の福島沖の地震が原因だね。原発敷地内は震度4ぐ
らいの揺れだったんだろうね。たぶん。

「東電　6月20日・ベータ線核種が、24,000Bq 漏れました。」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/612242109819588608/photo/1

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
(チェルノブイリへのかけはし)
汚染地の子供達

視力低下が抵抗力の下のサインです。

ある日突然、黒板の字が読めなくなるのです。

糖尿病や白血病、甲状腺のトラブルの悪化・小児癌

甲状腺のトラブルよる発達障害（身長が止まる）等

元気そうに見える子でも今日、発病してもおかしくない

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
(南相馬市)
【ぬまゆのブログ】2012/2/17
歯科医さんから言われたこと

わたくしの「歯」は

神経自体が「腐っている」そうだ。

42歳の「歯」ではない」と。
わたくしは、歯磨きは、欠かさない。

間食も しないのに
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9f633369a3816362afbb80838ac9fb4a …

https://www.youtube.com/watch?v=1kPQfl_gukk
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/612242109819588608/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9f633369a3816362afbb80838ac9fb4a


neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2013-03-20
(東京と神奈川の友人、体調不良が酷い)
何人かは短期入院。もはや”移住の体力も気力も残ってない”ようです
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/af5fb86f1dc5761ef66a92caa77bfceb … 
https://twitter.com/neko_aii/status/612245452621131777/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
フジテレビは噴火の報道は熱心ですね

「浅間山：活発な火山活動が続き、今日、火山性地震が136回、注意が必要
：http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00295395.html …」
火山性地震の数：4月は730回、5月は986回、6月は1468回　異常だね 

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
濃霧濃霧濃霧濃霧…。ずっと濃霧。 

War Is Overさんがリツイート 
マザーbb（脱原発に1票＋2） @b_mom_b · 4時間4時間前 � 東京都 足立区 
会社の猫ちゃんが、引っ越し以来ずっと体調悪そうにしていて、今日とある動物病院

に連れていきました。

『甲状腺軸交流不全症候群』

甲状腺ホルモンが使えなくなる病気だって言われました。

何だか原発ブラブラ病みたい！(◎_◎;)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
6月20日 18時12分現在
今日の箱根の地震回数が、150回を超えています。急激に増えてる。5月のゴールデ
ンウィークに非常に火山活動が、活発だった時と同じのようなペース。現地では突き

上げるような有感地震が起こってるようですね

宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.0 の中規模フレアとなり、X線強度は、6月20日15:47
JST (20日06:47 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/af5fb86f1dc5761ef66a92caa77bfceb
https://twitter.com/neko_aii/status/612245452621131777/photo/1
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00295395.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


そもそも、甲状腺ガンになるまでの過程が昨日までは元気だったのに、突然ガンに

なる、みたいな勘違いしてるバカが大杉。　疲れ、だるさがとれない →症状が日毎に
悪化 →朝、目が覚めても起きれないぐらいだるい →甲状腺ガン発覚　大人だと三年ぐ
らいかけてこのプロセスを踏む。マジで地獄。

火山たん @volcano_tan · 7時間7時間前 
【火山紹介】アイスランドのラキ火山は、1783年に長さ20km以上もの火口の列を形成
して大噴火を起こしたんだよ。その時に大気中に放出された二酸化硫黄などの微粒子

が日光を遮り、ヨーロッパを中心に飢饉となり何千もの人が犠牲になったんだよ。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月20日 15:56】
関東甲信地方では、２１日にかけて、上空の強い寒気の影響で大気の状態が非常に不

安定となるでしょう。落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、降ひょうに注意し

てください。

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
富士山５合目の霧からセシウム　http://bit.ly/19pxUra

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
福島市中心部で行った計測結果は 今も尚、状況がいかに厳しいものかを物語ってい
ます。 駅から150メートルも離れていない場所で放射線量測定値が ほぼ40マイクロ
・シーベルト　http://bit.ly/1aGk4KZ

AKIRAさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 10時間10時間前 
これでもまだ食べますか？秋の魚の回遊ルート。 　サバ、サンマ、サケ、カツオ
https://twitter.com/2012wat/status/378616964681183232/photo/1

War Is Over @kenshimada · 10時間10時間前 
清涼飲料水に使われているノンカロリー人工甘味料「アスパルテーム」を飲むと"元気
な精子"が減る。　http://www.facebook.com/satoru.utsumi/osts/438072352943190 ……
　毎日１回投与したマウスと水だけを与えたマウスを比較、形が正常で直進する"元
気な"精子の率は前者が平均25％に対し、投与したマウスは16％

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
20日 11時44分

http://bit.ly/19pxUra
http://bit.ly/1aGk4KZ
https://twitter.com/2012wat/status/378616964681183232/photo/1
http://www.facebook.com/satoru.utsumi/osts/438072352943190


震源地（神奈川県西部：マグニチュード2.8　深さ：極浅い。　最大震度：箱根町・震
度2）気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150620114811395-201144.html …
20日に箱根で発生してる地震は65回（12時30分現在）

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
(2012/05/12 FukushimaDiary)
福島県須賀川市公立岩瀬病院の三浦院長

『市内仮設住宅に住む小学生以下の十人のうち

６人を糖尿病と診断した。異常事態です』

ストロンチウム90はイットリウム90にベータ崩壊し、
膵臓に蓄積して膵臓癌や糖尿病を引き起こす

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[記事] M3.0フレアのCMEに続いて、もうひとつCMEが噴出しています。
http://swnews.jp #swnews

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 15時間15時間前 
@tokaiamada 福島周辺の鳥に「白内障や腫瘍」
　http://sputniknews.com/asia/20150619/1023584984.html …　cataracts, tumors, and
asymmetries.

War Is Overさんがリツイート 
毬谷友子 @mariyatomoko · 17時間17時間前 
年間２０ミリシーベルトというのは、１年に４００回レントゲンにかかるのと同じだ

そうです。想像してみて下さい。産まれたばかりの赤ん坊が１０才になるまでに、４

０００回、レントゲンの放射能を浴びるという事。

War Is Overさんがリツイート 
ただの黒猫（横浜） @Tomynyo · 6月18日 
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15061701-j.pdf …
東電　福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果　6/17
全βが過去最高更新してるのね 

AKIRAさんがリツイート 
Marie @saraonabrick · 6月16日 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150620114811395-201144.html
http://swnews.jp/
http://sputniknews.com/asia/20150619/1023584984.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15061701-j.pdf


色々汚染が酷い食べ物と下痢の組み合わせ検索したけどラーメンが突出しているんだ

よね。他はあまり引っかからない。日常食だからかな。それにしてもTLでわんさか出
てきた時は鳥肌立った。電車の急病人以上の数じゃないのかこれは。

https://www.youtube.com/watch?v=eHXmXce_I1U
【フルート】笛吹き男とパレードを吹いてみた【Sound Horizon】

neko-aiiさんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 6月16日 
我が国の「存立危機事態」ですよ。

https://twitter.com/hiromi19610226/status/610800841503543296/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=M9kY6a34TcY
【フルート】 『石畳の緋き悪魔』を吹いてみた 【Sound Horizon】 

neko-aiiさんがリツイート 
CC @_cc_bangkok · 3月12日 
もうこれ、日本で起こっている事とは思えないほど、皆無関心で驚く。

スゴス。ニュージーランドの詩人が言った「日本人は何もしない為なら何でもする」

っての、ここにも当てはまっちゃうような。

https://twitter.com/tokyoshashinbu/status/575435886025830400/photo/1
東京新聞写真部 @tokyoshashinbu

neko-aiiさんがリツイート 
中年爆走パパ(移住完了) @zcpower · 3月22日 
2013年春に自宅の群馬県桐生市にてエアサンプラーで大気採取、結果は17核種。Csは
勿論、

Mn54
Co60
Zn65
Hg203
Ac228
Pa234m

https://www.youtube.com/watch?v=eHXmXce_I1U
https://twitter.com/hiromi19610226/status/610800841503543296/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=M9kY6a34TcY
https://twitter.com/tokyoshashinbu/status/575435886025830400/photo/1


Th234
そして

U235まで出てしまった。
健康でいられるわけない！ 
https://twitter.com/zcpower/status/579595344180183040/photo/1

認識が甘すぎる！地球上の全生命系の絶滅が既決している…！

https://www.youtube.com/watch?v=6rW8F-6OdUE
【フルート】 『朝と夜の物語』を吹いてみた【Sound Horizon】 

…あれ…？？（＠＠；）…？？

https://www.youtube.com/watch?v=wM7Sk-lXkn4
紅蓮的弓矢 豎笛重奏 

https://www.youtube.com/watch?v=RIb76iZZM6s
SoundHorizonの「海を渡った征服者達」を吹いてみた【Acostoria】 

？？　ｗ（＾□＾；）ｗ　？？
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（６月17日）　声帯と甲状腺が痛くて、のど飴が手放せません…肺の中から、死んだ
白血球の臭気が漂いまくってる。

http://85358.diarynote.jp/201506170905129370/

使用済み核燃料が降ってきた！／徹底的に除湿した部屋でお休み

下さい／浸水や冠水に一層の注意が必要です。

2015年6月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

おはようございます。０８：３０．

頭狂人は、まだ生きてるんですかね？

札幌でも十分空気はトリチウム汚染されてる。と、私は感じるんですけど…
…（－－；）…
声帯と甲状腺が痛くて、のど飴が手放せません…

https://www.youtube.com/watch?v=y4TAsN4m220
Yum!Yum!ORANGE - 葛飾ラプソディー - ヤムヤム version 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
ストロンチウム90が引き起こす問題
カルシウムと同じように骨だけじゃなく、脳にも入り込んで、神経にダメージを与え

るため、特に脳の発達に支障をきたすようになる
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赤ちゃんもそうだし、お母さんのお腹の中いる胎児のときからだ

http://www.e22.com/atom/page08.htm

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
空から使用済み核燃料が降ってきた！！　

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/495.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
1粒で2度危ないストロンチウム90 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/232.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
東山動物園のライオン

生前から首にこぶがあることはわかっていたが、死後の検査で、甲状腺にできた腫

瘍（しゅよう）だったことがわかった

http://www.asahi.com/articles/ASH5M7DX8H5MOIPE02J.html …
事故後、もの凄いヨウ素汚染のエサを食べさせられた初期被曝の結果だろう

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月17日 05:58】
関東甲信地方では、１７日夜遅くにかけて内陸部を中心に落雷、突風、急な強い雨及

び降ひょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【九州南部・奄美地方 気象情報 2015年06月17日 04:52】
九州南部では、１７日夜のはじめ頃から１８日にかけて局地的に雷を伴った非常に激

しい雨が降るおそれがあります。土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、

落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

飯山一郎 @iiyama16 · 7 時間7 時間前 
フクイチ産の放射性水蒸気対策：エアコンのほかに、除湿機を買い増す算段をして下

さい。とにかく、徹底的に除湿した部屋でお休み下さい。（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss06161 …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
茨城県も濃霧。http://www.jma.go.jp/jp/warn/314_table.html …
千葉県も濃霧。http://www.jma.go.jp/jp/warn/318_table.html …

http://www.e22.com/atom/page08.htm
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/495.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/232.html
http://www.asahi.com/articles/ASH5M7DX8H5MOIPE02J.html
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss06161
http://www.jma.go.jp/jp/warn/314_table.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/318_table.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/310_table.html


岩手県も濃霧。http://www.jma.go.jp/jp/warn/310_table.html …
そして潮位が高くなっていた。デブリに海水か。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/610837328622256130/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
宮城県も濃霧です。http://www.jma.go.jp/jp/warn/312_table.html …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
福島県は濃霧です。http://www.jma.go.jp/jp/warn/313_table.html …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
気象庁 ６月１１日　6月後半から12月にかけて潮位が高くなります－岩手県から茨城県
にかけては浸水や冠水に注意を

概要

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下が大きい地域では、6月後半か
ら12月にかけて、大潮の時期を中心に浸水や冠水に一層の注意が必要です。

amaちゃんださんがリツイート 
特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月16日 23:15】
関東地方では、１６日夜遅くまで雷を伴い１時間に５０ミリ以上の非常に激しい雨の

降る所があるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水やはん濫に警戒して

ください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
浅間山

23時00分〜23時20分：火口付近の噴煙が赤く映る火映。噴煙は、ずっと出っぱなし。
気象庁：16時発表「火山性地震が多い状態。4月は730回、5月は986回、6月は785回」
（http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150616160036.html …） 

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2012-07-24
現在1ミリSv以上の汚染状況は
北は盛岡から、南は東京全域

千葉の半分を含む広大な面積です。

5ミリSv以上の汚染は、福島県のほぼ全域を含み
茨城、栃木や、東京などでもホットスポットが多数含まれる

https://twitter.com/cmk2wl/status/610837328622256130/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/warn/312_table.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/313_table.html
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150616160036.html


http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4659db2f0f74291ecf54d409dc74194e …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
【帯状疱疹の医者】水疱瘡や帯状疱疹を繰返す時『白血病 悪性リンパ腫 癌 糖尿病 膠
原病 エイズ』の可能性
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/592e8154d5931de2d6398b212112618d …

kenji @buick54aki · 10時間10時間前 
放射能汚染を見ないようにしてやり過ごすのは危険。

首都圏の水道水にはフクイチ由来のセシウムが含まれています。

測定されてないストロンチウムは300倍危険
http://geiger.grupo.jp/blog/645434 
急病人

人身事故

給食

水道水 
https://twitter.com/buick54aki/status/610800235372109824/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【ウェザーニューズ号外】

埼玉県で激しい雷雨やひょうを降らせた雨雲が都内に接近・通過のおそれ。

東京都内では24時頃まで激しい雷雨やひょう、突風に注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
箱根：大湧谷

今日は噴気の量がすごい。（ライブ画像：16日 20時05分 〜）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
17時台の浅間山の噴煙
©気象庁：16日16時発表：「 本日、小規模な噴火。白色噴煙と青白色のガスの噴出を
観測。火山性地震が多い状態。4月は730回、5月は986回、6月は785回」
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150616160036.html …

https://www.youtube.com/watch?v=s0BYYsSOcxQ
新しいラプソディー

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4659db2f0f74291ecf54d409dc74194e
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/592e8154d5931de2d6398b212112618d
http://geiger.grupo.jp/blog/645434
https://twitter.com/buick54aki/status/610800235372109824/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150616160036.html
https://www.youtube.com/watch?v=s0BYYsSOcxQ


https://www.youtube.com/watch?v=z3enYWvqH7c
チャゲ&飛鳥 - ラプソディ 

War Is Overさんがリツイート 
hitsuji44 @hitsuji44 · 6月15日 
事故後、何度も福島に来ていて、放射線は大したことないと、皆を安心させてくれて

いた東京電力社員君。とうとう自身が肺気胸で入院していたらしい。ご無事を祈る。(´
·_·`)

War Is Overさんがリツイート 
紅茶キノコ @alpaca_no2 · 6月15日 
@pipichica @himawari_yt うちは、母子避難ですから、私が母子家庭並みに働いている
ので、ヒィヒィです。あと、うちも鼻血どころじゃなかったですよ。口の中まで白

くべっとり ただれて痛がって、首のリンパまで腫れてもう、絶望的でしょ？そうです
、絶対被曝症状なのです。

War Is Overさんがリツイート 
みみかん @mimikann14 · 6月14日 
私が東京を離れたのは、もう体がどうにもならなかったから。しんどくて動けなくて

、シャワーの水で蕁麻疹、紫斑も出来たし骨も痛む、感染症にもなった。日光アレ

ルギーに毎日の頭痛、言い出すとキリがない。

プラス、こんなやつらに殺されてたまるか、これが最大の抗議だという思いが、私を

動かした…

https://www.youtube.com/watch?v=Uo0MxN2SQbE
マーメイドラプソディー - SEKAI NO OWARI - (cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgwQmjmnDFY
根無し草ラプソディー（山崎まさよし）from Augusta Camp 2010 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
チェルノブイリ法の避難権利

https://www.youtube.com/watch?v=z3enYWvqH7c
https://www.youtube.com/watch?v=Uo0MxN2SQbE
https://www.youtube.com/watch?v=ZgwQmjmnDFY


年間1ミリSvで
「移住権利（住んでいても良いが移住しようと思えば、国が保障する）」

年間5ミリSvで
「移住義務（危険だから移住しなければならない）」地域

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4659db2f0f74291ecf54d409dc74194e …

https://www.youtube.com/watch?v=R9YPg8PsTEU
東京ラプソディー ♪ 藤山一郎 (1973) 

…「ユダヤ民謡」としか思えない節回し…☆

https://www.youtube.com/watch?v=KZfNP_Ab6lk
夢色ラプソディー / コロムビア・ガールズ・コレクション

War Is Overさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 9時間9時間前 
ここまでNHKは来たのかと。NHK大河「日米戦争」を「日仏戦争」に歴史修正してい
た

ドラマではフランス国旗を掲げた船に向けて次々と砲弾が放たれた。このシーンは史

実と大きく食い違う。1863年砲撃を受けたのはフランス船ではない。長州藩が最初に
攻撃したのは、アメリカ商船ペンブローク号

War Is Overさんがリツイート 
むってぃ @takemuty · 6月15日 
コンビニのネギトロには、粘り気を出すために大量の添加物を使ったり、そもそもマ

グロではなくアカマンボウだったりすることも。また新鮮に見せるため赤く着色する

とか…全国のスーパー等で、新鮮なマグロが売られていること自体、何かが隠されて
いるかもしれません。 ...

War Is Overさんがリツイート 
ハッピー @Happy11311 · 3月25日 
今回、トリチウムが150億Bq/日、ストロンチウム90が27億Bq/日、セシウム137が12
億Bq/日、セシウム134が4億1000万Bq/日って、初めて海への流出評価が公表された
んだ。でも不思議なのは、これだけ流れてるのに東電の海の測定結果は、いつも検出

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4659db2f0f74291ecf54d409dc74194e
https://www.youtube.com/watch?v=R9YPg8PsTEU
https://www.youtube.com/watch?v=KZfNP_Ab6lk


限界値未満なんだよね。

https://www.youtube.com/watch?v=hjB8GogzPB4
��【Amateras Records】月影ラプソディー【中日附詞】【東方Touhou】
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月17日10:20
西風がま入って朝靄が晴れて、

札幌の空気はだいぶ

マシっそよ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月17日10:36
肺の中から、死んだ白血球の臭気が漂いまくってる。(∋_∈)
免疫系に相当な負担がかかってる。(ToT)

https://www.youtube.com/watch?v=hjB8GogzPB4
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201506170905129370
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月17日）　凡ミス続発中…（－－；）…／「格差」ではない。貧困層が大量に作
られているのだ。働いても働いても食べていけない貧困層が。

http://85358.diarynote.jp/201506172249166521/

「現在、台風は発生しておりません。」…（－－；）…

2015年6月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

凡ミス続発中…（－－；）…

消えた〜！（ＴＴ；）

なおす〜！

この曲の音のはずれっぷりの潔さが気に入ったのでもう一回ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ZgwQmjmnDFY
根無し草ラプソディー（山崎まさよし）from Augusta Camp 2010 

んで。

いったいどーなってんの、この世界は…？
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/typhoon/

火山たんさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201506172249166521/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506172249166521/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506172249166521_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506172249166521_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150617/85358_201506172249166521_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZgwQmjmnDFY
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/typhoon/


にゃん @cat_wing · 25 分25 分前 
桜島　真っ赤なうごめき 
https://twitter.com/cat_wing/status/611163798926299136/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 57 分57 分前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 警報情報 2015年06月17日 22:02】
次の地域に警報が発表されています。

［鹿児島・日置］大雨

［川薩・姶良］大雨

［甑島］大雨

［指宿・川辺］大雨

［曽於］大雨

［肝属］大雨

［種子島地方］大雨・洪水

［屋久島地方］大雨・洪水

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
浅間山

17日16時：気象庁発表
「16日の8時〜19時30分に連続的な火山性微動と夜間に火映を観測。火山性地震は4月
が730回、5月は986回、6月は現時点で1,007回。火口から2kmは弾道を描いて飛散する
大きな噴石に警戒」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
箱根：大湧谷

17日16時：気象庁発表
「やや活発な状態で経過しています。　大涌谷温泉供給施設の蒸気の勢いは弱まって

きているのを観測。火山活動に関連するとみられる地殻変動が観測されています。火

山性地震は引き続きやや多い状態です」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
福島：吾妻山

6月15日16時：気象庁発表
「噴火警戒レベル2：火山活動の活発化を示すデータが観測されています。火山性地震
が多い状況。傾斜計では2014年4月から変動など。小規模な噴火が発生する可能性。
噴石、火山ガスに注意。」

https://twitter.com/cat_wing/status/611163798926299136/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
今も噴煙が出てる

17日16時：気象庁発表
「口永良部島（噴火警戒レベル5）　火山活動の高まった状態が継続。今日、火口
上100mまで噴煙が上がり、16日から火山性地震が増加。5月29日と同程度の噴火が発
生する可能性があります」

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月17日 16:42】
関東甲信地方では、１８日未明にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る

見込みです。低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意、警戒をしてください。

落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
強烈な雨雲：16時20分
東京の西部から、猛烈な雨雲が急激に発生しています。

東京の、ほぼ全域に「大雨、雷、洪水 注意報」などが発令されてるので、今日いっぱ
いは、急激な天候の変化には注意した方が良いです。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【ＪＲ常磐線 運転再開】
JR東日本によりますと、JR常磐線の普通電車は千葉県松戸市の馬橋駅付近で線路が冠
水した影響で、綾瀬駅と我孫子駅の間で運転できなくなっていましたが、水が引いて

安全が確認されたとして、午後4時8分、上下線とも運転を再開しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【九州南部・奄美地方 気象情報 2015年06月17日 16:11】
九州南部では、６月の降水量が平年の３倍から５倍となっており、地盤が非常に緩ん

でいる所があります。今後、予想される大雨で土砂災害の可能性が高くなる見込み

です。土砂災害に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【秋田県 警報情報 2015年06月17日 15:49】
次の地域に警報が発表されています。

［秋田中央地域］大雨・洪水

［能代山本地域］大雨・洪水

［北秋鹿角地域］大雨・洪水



特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【流鉄流山線 運転再開 2015年6月17日 15:39】
河川増水の影響で、運転を見合わせていましたが、15:32頃、運転を再開しました。
なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【長野県 土砂災害警戒情報 2015年06月17日 14:17】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼鬼無里戸隠▼小谷村

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【岩手県 警報情報 2015年06月17日 13:47】
内陸では、１７日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してくだ

さい。

［盛岡地域］大雨・洪水

［花北地域］大雨・洪水

［奥州金ケ崎地域］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月17日 13:12】
関東甲信地方では、１７日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降る見込みです。

低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意、警戒をしてください。落雷、竜巻な

どの激しい突風、降ひょうにも注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【高崎線 運転再開 2015年6月17日 12:47】
北本〜鴻巣駅間で発生した線路陥没の影響で、上野方面行の運転を見合わせていまし

たが、12:41頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【茨城県 警報情報 2015年06月17日 12:19】
南部では、１７日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［県南地域］大雨・洪水

［県西地域］大雨・洪水

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 



06月16日 21時00分 発表
海上保安庁：緊急情報　「本州東岸、銚子港：この2区域で最大で3メートル水深が減
少しています。付近船舶は注意して下さい」

こないだもあったよなぁ。銚子付近。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
十勝岳：火山の活発化の関連記事

5月14日：報道。「5月13日から、北海道の十勝岳で火山性地震が急増。13日
は106回、14日も午後6時までに62回観測。　気象台は、注意を呼びかけています。
」https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598852888698327041 … 

火山たん @volcano_tan · 12時間12時間前 
火山は噴火の前に前兆があるのが普通だけれど、そうでなくても噴火する場合もある

んだよ。また前兆となる現象が普段の活動と区別できない場合もあるんだよね。だ

から、活火山というのは常に噴火するリスクがあると考えておいた方が良いんだよ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
3日前から噴気の量が多い状態の
北海道の十勝岳（噴火警戒レベル1）
気象庁の監視カメラも度々、アングルを変え、注視してます。火山の活発化が、日本

を北上しているかのような状態にも思える。

火山たん @volcano_tan · 13時間13時間前 
噴火が起きた時に雨が降っていると、泥流が発生したりして被害が大きくなる可能性

があるんだよ。20世紀最大級となった1991年のピナツボ山の噴火では、最も大きな噴
火が起きた時に台風がすぐ近くに居たんだよ。だから降り積もった火山灰が雨を含ん

で重くなり、多くの家が潰れる原因になったとか…

https://www.youtube.com/watch?v=6PrAh8-v39g&index=6&list=PLDDFB0451425D2260
山崎まさよし / 月明かりに照らされて 

かず- @kzooooo · 33分33分前 
フクイチ収束の作業員不足も深刻な問題となるだろう｡戦争の可能性もあるが､徴兵制

でフクイチへ行かされる可能性の方が高いかも知れない｡ 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598852888698327041
https://www.youtube.com/watch?v=6PrAh8-v39g&index=6&list=PLDDFB0451425D2260


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました 内田樹
恐ろしい事が着々と進んでると思うよ

この国立大学の「国旗、国歌」も、そうだけど、ついこないだ「国立大学は、文系は

いらねーだろ。芸術とか音楽とか哲学とか、なんの役にもたたねーだろ」とか言い出

してるからね。TVでは一度も報道もしてない。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月17日23:50
amaちゃんださんがリツイート 
田中龍作 @tanakaryusaku · 12月23日 
「格差」ではない。貧困層が大量に作られているのだ。働いても働いても食べていけない貧困

層が。

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


（６月18日）　バイトは休み。銭湯出撃！

http://85358.diarynote.jp/201506181106241518/

原発の核反応熱の８割が廃熱として海洋に捨てられる／海水温を

１度上げることは気温を1000度上げることを意味している。

2015年6月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おそようございますになっちゃいました。

１０：０４、バイトは休み。

札幌は強風＋快晴。気温と線量は低め。

（＾ｗ＾）ｇ

情報チェックだけして、銭湯出撃！

https://www.youtube.com/watch?v=IseWJh30-4U
【第三弾】リコーダー多重録音でゲーム音楽を（ry【バトルメドレー】 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 39 分39 分前 
8時39分の地震
震源地（東京湾：M3.5　深さ80km
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150618084338395-180839.html …）

http://85358.diarynote.jp/201506181106241518/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150618/85358_201506181106241518_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150618/85358_201506181106241518_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150618/85358_201506181106241518_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IseWJh30-4U
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150618084338395-180839.html


東京湾の有感地震も3.11以降、急増。　2011年3月12日にM4.3の地震→
（http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20110312155700.html?e=477 …） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/611334547150499840/photo/1

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
【M3.8】東京湾 深さ70.6km 2015/06/18 08:39:47
(G)http://j.mp/1JZ1jX7 (アニメ)http://j.mp/1MMEqFB

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 大阪府 能勢町 
【M3.9】京都・大阪府境 深さ404.6km 2015/06/18 07:52:58
(G)http://j.mp/1RayJCS (Y)http://j.mp/1RayJT7 (アニメ)http://j.mp/1TvqGo5

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 京都府 南丹市 
【M2.6】京都府中部 深さ12.7km 2015/06/18 05:53:54
(G)http://j.mp/1Ce6Hzp (Y)http://j.mp/1GPH11s

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
原発の発電効率（熱・電気変換効率）は、あらゆる発電機器のなかで最低ライン

核反応熱の８割が廃熱として海洋に捨てられる

海洋水の比熱は大気の千倍　海水温を１度上げることは気温を1000度上げることを意
味している

つまり地球温暖化の真の原因は、海暖め装置の原発にある可能性が強い

特務機関NERV @UN_NERV · 7 時間7 時間前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 警報情報 2015年06月18日 03:06】
次の地域に警報が発表されています。

［鹿児島・日置］大雨

［川薩・姶良］大雨

［甑島］大雨

［指宿・川辺］大雨

［曽於］大雨

［肝属］大雨

［種子島地方］大雨

［屋久島地方］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月17日 23:28】

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20110312155700.html?e=477
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/611334547150499840/photo/1
http://j.mp/1JZ1jX7
http://j.mp/1MMEqFB
http://j.mp/1RayJCS
http://j.mp/1RayJT7
http://j.mp/1TvqGo5
http://j.mp/1Ce6Hzp
http://j.mp/1GPH11s


関東甲信地方では、１８日明け方にかけて、雷を伴った激しい雨が降る見込みです。

低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意、警戒をしてください。落雷や突風、

降ひょうにも注意してください。

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
Updated【M7.0】SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2015/06/17 21:51:33
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1fh5eDp (USGS)http://j.mp/1JTJuuk

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集

 

http://j.mp/1fh5eDp
http://j.mp/1JTJuuk
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


（６月20日）　今日はちゃんと定時であがりました。／疲れ、だるさがとれない →症
状が日毎に悪化 →朝、目が覚めても起きれないぐらいだるい →甲状腺ガン発覚　大人
だと三年ぐらい／我が国の「存立危機事態」

http://85358.diarynote.jp/201506210035541369/

ベータ線核種 24,000Bq 漏れ／「国の存立危機事態」ですよ。

2015年6月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

今朝のが気に入ったのでもう一度♪

https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
【VOCALOID替え歌】社畜の俺等【紅蓮の弓矢】 

いや（＾＾；）今日はちゃんと定時であがりました。

洗濯してお風呂にまったり浸かって、閉店前半額タイムセール２１０円也で仕入れてきたカツ丼

弁当も、シッカリたいらげました…♪

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

War Is Overさんがリツイート 
yomoyomo @yomoyomo · 6月17日 
痛いニュース(ﾉ∀`):上司「残業するな。仕事量はそのままな」→部下、早朝勤務繰り返

http://85358.diarynote.jp/201506210035541369/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506210035541369/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150621/85358_201506210035541369_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150621/85358_201506210035541369_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150621/85358_201506210035541369_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo


し自殺→妻の損害賠償請求は敗訴 http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1843963.html
… 最近のお上の朝型シフト推しが目指すものが見えてくるんじゃないでしょうか

…一応、残業代もちゃんと？つくし、有給休暇まであるしね…☆

ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=1kPQfl_gukk
【全部俺の笛】リコーダー多重録音で DQ シリーズ の曲を色々つなげt（ry 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
やっぱりトラブルが起きた。

相変わらず報道しないなぁ。　昨日の福島沖の地震が原因だね。原発敷地内は震度4ぐ
らいの揺れだったんだろうね。たぶん。

「東電　6月20日・ベータ線核種が、24,000Bq 漏れました。」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/612242109819588608/photo/1

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
(チェルノブイリへのかけはし)
汚染地の子供達

視力低下が抵抗力の下のサインです。

ある日突然、黒板の字が読めなくなるのです。

糖尿病や白血病、甲状腺のトラブルの悪化・小児癌

甲状腺のトラブルよる発達障害（身長が止まる）等

元気そうに見える子でも今日、発病してもおかしくない

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
(南相馬市)
【ぬまゆのブログ】2012/2/17
歯科医さんから言われたこと

わたくしの「歯」は

神経自体が「腐っている」そうだ。

42歳の「歯」ではない」と。
わたくしは、歯磨きは、欠かさない。

間食も しないのに

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1843963.html
https://www.youtube.com/watch?v=1kPQfl_gukk
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/612242109819588608/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9f633369a3816362afbb80838ac9fb4a


http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9f633369a3816362afbb80838ac9fb4a …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2013-03-20
(東京と神奈川の友人、体調不良が酷い)
何人かは短期入院。もはや”移住の体力も気力も残ってない”ようです
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/af5fb86f1dc5761ef66a92caa77bfceb … 
https://twitter.com/neko_aii/status/612245452621131777/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
フジテレビは噴火の報道は熱心ですね

「浅間山：活発な火山活動が続き、今日、火山性地震が136回、注意が必要
：http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00295395.html …」
火山性地震の数：4月は730回、5月は986回、6月は1468回　異常だね 

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
濃霧濃霧濃霧濃霧…。ずっと濃霧。 

War Is Overさんがリツイート 
マザーbb（脱原発に1票＋2） @b_mom_b · 4時間4時間前 � 東京都 足立区 
会社の猫ちゃんが、引っ越し以来ずっと体調悪そうにしていて、今日とある動物病院

に連れていきました。

『甲状腺軸交流不全症候群』

甲状腺ホルモンが使えなくなる病気だって言われました。

何だか原発ブラブラ病みたい！(◎_◎;)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
6月20日 18時12分現在
今日の箱根の地震回数が、150回を超えています。急激に増えてる。5月のゴールデ
ンウィークに非常に火山活動が、活発だった時と同じのようなペース。現地では突き

上げるような有感地震が起こってるようですね

宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.0 の中規模フレアとなり、X線強度は、6月20日15:47
JST (20日06:47 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/af5fb86f1dc5761ef66a92caa77bfceb
https://twitter.com/neko_aii/status/612245452621131777/photo/1
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00295395.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
そもそも、甲状腺ガンになるまでの過程が昨日までは元気だったのに、突然ガンに

なる、みたいな勘違いしてるバカが大杉。　疲れ、だるさがとれない →症状が日毎に
悪化 →朝、目が覚めても起きれないぐらいだるい →甲状腺ガン発覚　大人だと三年ぐ
らいかけてこのプロセスを踏む。マジで地獄。

火山たん @volcano_tan · 7時間7時間前 
【火山紹介】アイスランドのラキ火山は、1783年に長さ20km以上もの火口の列を形成
して大噴火を起こしたんだよ。その時に大気中に放出された二酸化硫黄などの微粒子

が日光を遮り、ヨーロッパを中心に飢饉となり何千もの人が犠牲になったんだよ。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月20日 15:56】
関東甲信地方では、２１日にかけて、上空の強い寒気の影響で大気の状態が非常に不

安定となるでしょう。落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、降ひょうに注意し

てください。

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
富士山５合目の霧からセシウム　http://bit.ly/19pxUra

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
福島市中心部で行った計測結果は 今も尚、状況がいかに厳しいものかを物語ってい
ます。 駅から150メートルも離れていない場所で放射線量測定値が ほぼ40マイクロ
・シーベルト　http://bit.ly/1aGk4KZ

AKIRAさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 10時間10時間前 
これでもまだ食べますか？秋の魚の回遊ルート。 　サバ、サンマ、サケ、カツオ
https://twitter.com/2012wat/status/378616964681183232/photo/1

War Is Over @kenshimada · 10時間10時間前 
清涼飲料水に使われているノンカロリー人工甘味料「アスパルテーム」を飲むと"元気
な精子"が減る。　http://www.facebook.com/satoru.utsumi/osts/438072352943190 ……
　毎日１回投与したマウスと水だけを与えたマウスを比較、形が正常で直進する"元
気な"精子の率は前者が平均25％に対し、投与したマウスは16％

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 

http://bit.ly/19pxUra
http://bit.ly/1aGk4KZ
https://twitter.com/2012wat/status/378616964681183232/photo/1
http://www.facebook.com/satoru.utsumi/osts/438072352943190


20日 11時44分
震源地（神奈川県西部：マグニチュード2.8　深さ：極浅い。　最大震度：箱根町・震
度2）気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150620114811395-201144.html …
20日に箱根で発生してる地震は65回（12時30分現在）

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
(2012/05/12 FukushimaDiary)
福島県須賀川市公立岩瀬病院の三浦院長

『市内仮設住宅に住む小学生以下の十人のうち

６人を糖尿病と診断した。異常事態です』

ストロンチウム90はイットリウム90にベータ崩壊し、
膵臓に蓄積して膵臓癌や糖尿病を引き起こす

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[記事] M3.0フレアのCMEに続いて、もうひとつCMEが噴出しています。
http://swnews.jp #swnews

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 15時間15時間前 
@tokaiamada 福島周辺の鳥に「白内障や腫瘍」
　http://sputniknews.com/asia/20150619/1023584984.html …　cataracts, tumors, and
asymmetries.

War Is Overさんがリツイート 
毬谷友子 @mariyatomoko · 17時間17時間前 
年間２０ミリシーベルトというのは、１年に４００回レントゲンにかかるのと同じだ

そうです。想像してみて下さい。産まれたばかりの赤ん坊が１０才になるまでに、４

０００回、レントゲンの放射能を浴びるという事。

War Is Overさんがリツイート 
ただの黒猫（横浜） @Tomynyo · 6月18日 
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15061701-j.pdf …
東電　福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果　6/17
全βが過去最高更新してるのね 

AKIRAさんがリツイート 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150620114811395-201144.html
http://swnews.jp/
http://sputniknews.com/asia/20150619/1023584984.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15061701-j.pdf


Marie @saraonabrick · 6月16日 
色々汚染が酷い食べ物と下痢の組み合わせ検索したけどラーメンが突出しているんだ

よね。他はあまり引っかからない。日常食だからかな。それにしてもTLでわんさか出
てきた時は鳥肌立った。電車の急病人以上の数じゃないのかこれは。

https://www.youtube.com/watch?v=eHXmXce_I1U
【フルート】笛吹き男とパレードを吹いてみた【Sound Horizon】

neko-aiiさんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 6月16日 
我が国の「存立危機事態」ですよ。

https://twitter.com/hiromi19610226/status/610800841503543296/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=M9kY6a34TcY
【フルート】 『石畳の緋き悪魔』を吹いてみた 【Sound Horizon】 

neko-aiiさんがリツイート 
CC @_cc_bangkok · 3月12日 
もうこれ、日本で起こっている事とは思えないほど、皆無関心で驚く。

スゴス。ニュージーランドの詩人が言った「日本人は何もしない為なら何でもする」

っての、ここにも当てはまっちゃうような。

https://twitter.com/tokyoshashinbu/status/575435886025830400/photo/1
東京新聞写真部 @tokyoshashinbu

neko-aiiさんがリツイート 
中年爆走パパ(移住完了) @zcpower · 3月22日 
2013年春に自宅の群馬県桐生市にてエアサンプラーで大気採取、結果は17核種。Csは
勿論、

Mn54
Co60
Zn65
Hg203
Ac228

https://www.youtube.com/watch?v=eHXmXce_I1U
https://twitter.com/hiromi19610226/status/610800841503543296/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=M9kY6a34TcY
https://twitter.com/tokyoshashinbu/status/575435886025830400/photo/1


Pa234m
Th234
そして

U235まで出てしまった。
健康でいられるわけない！ 
https://twitter.com/zcpower/status/579595344180183040/photo/1

認識が甘すぎる！地球上の全生命系の絶滅が既決している…！

https://www.youtube.com/watch?v=6rW8F-6OdUE
【フルート】 『朝と夜の物語』を吹いてみた【Sound Horizon】 

…あれ…？？（＠＠；）…？？

https://www.youtube.com/watch?v=wM7Sk-lXkn4
紅蓮的弓矢 豎笛重奏 

https://www.youtube.com/watch?v=RIb76iZZM6s
SoundHorizonの「海を渡った征服者達」を吹いてみた【Acostoria】 

？？　ｗ（＾□＾；）ｗ　？？

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月21日0:42
おやすみ〜☆
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（６月21日）　バイトは遅番。／【訳】金持ちが貧乏人を搾取するとそれは「ビジ
ネス」と呼ばれ、貧乏人が（搾取に対して）戦うとそれは暴力と呼ばれる。

http://85358.diarynote.jp/201506211008462354/

「爆弾が落っこちる時」／３万人が亡くなった／「戦争なんかよ

り友達と遊んだり親と喧嘩したりデートしたりする日常の方が

大事」って叫んだ若い子。。

2015年6月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

遅めようございます。

０９：０２。バイトは遅番。

札幌は、これ以上はない！ってくらいの快晴！

！（＾Ｏ＾）！

気温と湿度と線量は低いです！

すばらしい…！（＾◇＾）！…

昨日ひろったやつが気に入ったんで、今朝はコレいってみましょう…♪

http://85358.diarynote.jp/201506211008462354/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150621/85358_201506211008462354_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=N8X_XkJUs_M
ハイウェイ・スター　栗コーダーカルテット　Highway Star 

https://www.youtube.com/watch?v=Om3lOVqKY_w
やさしさに包まれたなら　***　栗コーダーカルテット

お♪（＾＾）こりゃいいや♪

https://www.youtube.com/watch?v=lgXuPZQnszY
すこし愉快で脱力系な作業用BGM【ウクレレ＋リコーダー】 
（選曲がビミョウに「反戦」マグネットだよね…♪）

Lightworker @Lightworker19 · 19分19分前 
爪の不調や貧血を訴える人が続出している　http://bit.ly/o5Yt5K

Lightworker @Lightworker19 · 50分50分前 
鼻血は、初期で止まると思います。止まらなければ、空気中の粉塵に付着している放

射性物質量が多いと推定されます。初期には、皮膚の皺、指の爪の間に溜まり、皮

膚炎、爪の割れ、さかむけ、などがおきます。http://bit.ly/19dibVx

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 56分56分前 
名無し：06/14 11:45 ID:-
ヘルメットかぶっててもバイク死者倍増、なぜ？

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150608-OYT1T50063.html …
バイク乗車中の死亡事故が大阪府内で急増している。死者数は５月末現在で２０人に

達し、昨年同期の２倍に

火山たん @volcano_tan · 56 分56 分前 
【火山紹介】中南米のフランス領にあるプレー山って火山は、かつて大きな被害をも

たらす噴火を起こしているんだ。1902年の噴火で爆発と共に噴出した火砕流が麓の
サン・ピエールの町を襲い、幸運な3人を除いて街の住民約3万人が亡くなったんだ。
ここから火砕流の科学的な研究は始まるんだよ。

War Is Overさんがリツイート 
motty @novtnerico · 2時間2時間前 
２０キロ圏に数百〜千の遺体か 「死亡後に被ばくの疑い」←ウソ
http://ameblo.jp/64152966/entry-12038706122.html … 
https://twitter.com/novtnerico/status/612383782096666624/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=N8X_XkJUs_M
https://www.youtube.com/watch?v=Om3lOVqKY_w
https://www.youtube.com/watch?v=lgXuPZQnszY
http://bit.ly/o5Yt5K
http://bit.ly/19dibVx
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150608-OYT1T50063.html
http://ameblo.jp/64152966/entry-12038706122.html
https://twitter.com/novtnerico/status/612383782096666624/photo/1


War Is Overさんがリツイート 
らつかた @ratukata · 2 時間2 時間前 
@kenichiro_saito @toshiSC @STOMKK @tart_k 　事故当初、国民に必要な情報を悉
く消し去ったのは、福島民友だった。当時の私のツイートを見ればわかる。

War Is Overさんがリツイート 
brown sugar tart @tart_k · 2時間2時間前 
徴兵制はとらない。派遣会社から兵士調達にする。

だから派遣労働法を改正したのだよ。遺族年金も払わなくていいし。 #NHKが報道し
ない事

http://mainichi.jp/select/news/20150620k0000m010192000c.html …　

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
福島県の脱水汚泥測定　今年2-5月にヨウ素131検出　やはりあのモクモクは再臨界だ
った

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/256.html …

War Is Overさんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 2時間2時間前 
戸谷真理子さんがリツイートしました measure-man
何が「指定廃棄物」だよ。爆発させた電力企業、釜作る重工業、天下る官僚、報道し

ない報道者の「罪」をぼかして、国民に責任転嫁。311前から危険性を指摘する識者た
ちの声を排除して進めてきた連中が作った「東電公害汚染物」じゃないか 
War Is Overさんがリツイート 
measure-man @nanarotary7 · 6月17日 
今日の下野新聞。こんなのが掲載されるなんて異常なんだよ。 
https://twitter.com/nanarotary7/status/611129322791763969/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
西川史子、番組中に居眠り連発…過眠症？　（日刊スポーツ） 
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/805.html …
東日本放射能汚染地帯で、突然眠り出す人が激増している

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【全国の天気 2015年6月21日】
今日も東日本を中心に雨が降りやすく、雷やヒョウ、突風に注意が必要です。西日本

http://mainichi.jp/select/news/20150620k0000m010192000c.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/256.html
https://twitter.com/nanarotary7/status/611129322791763969/photo/1
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/805.html


では、山の近くでは雷雨が発生しやすいものの、広いエリアで日差しが届き、お出か

けを楽しめます。一方、沖縄付近は「戻り梅雨」。強い雨や雷雨にも注意が必要です

。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
朝鮮半島全域で記録的な大干ばつ！水田の30％以上が干上がる！食料や水が不足する
恐れも！「100年で最悪の干ばつ被害」 
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6901.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年06月21日 05:36】
近畿地方では、２１日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょうに注意

してください。２１日朝にかけて、局地的に激しい雨の降るおそれがあるため、浸

水害、土砂災害、河川の増水にも注意が必要です。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
2015/6/20、愛知県内で異常な空間線量率が検出されています
http://inventsolitude.sblo.jp/article/143413194.html …
過去に何度かRADEXで似たような線量を確認したことがある
千葉や新潟だった

機器は完全に正常

ガンマシンチはまったく反応せGMだけだった
ベータ核種が浮遊している

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【東北地方 気象情報 2015年06月21日 05:14】
東北地方では、２１日昼前から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる

でしょう。落雷、竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意してください。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
フクイチの現場には、汚染処理のタンク群だけでなく、急ごしらえの「地下（汚染水

）貯水池」が、遮水シートが割れる漏水の危険性を認識しながら、８基もつくらえて

いた

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-e1f6.html#more …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月21日 05:04】

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6901.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/143413194.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-e1f6.html#more


関東甲信地方では、２１日昼前から夜のはじめ頃にかけて雷を伴い激しい雨の降る所

があるでしょう。土砂災害に注意・警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜

巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

War Is Overさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
風評払拭へバスツアー　相馬、いわきの魚介に舌鼓

http://www.minyu-net.com/news/news/0620/news12.html …
集団自殺なんだな

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
福島県の市町村　人口減は亡くなったのか逃げたのか

http://inventsolitude.sblo.jp/article/143704812.html …

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
ワンちゃんの被曝が深刻らしい。東京世田谷区の大型犬９歳が鼻血を３０時間出し続

けて死亡 http://bit.ly/GCAuHk

War Is Overさんがリツイート 
∞ @alisaputranagee · 5時間5時間前 � 高知県 高知市 
@kenshimada TECマップ　
CMEの到来か、全世界中が真っ赤。要警戒
http://web.matrix.jp/ips/imgs/ij.jpg 
Hi-net
低周波地震が宮城県周辺に団子状に発生している。

http://www.hinet.bosai.go.jp/hypomap/?LANG=ja …

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 6時間6時間前 
福島原発の排気筒、素材劣化で倒壊　http://bit.ly/1BQaC4u

かず- @kzooooo · 6時間6時間前 
フクイチ収束の作業員不足も深刻な問題となるだろう｡戦争の可能性もあるが､徴兵制

でフクイチへ行かされる可能性の方が高いかも知れない｡

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 7時間7時間前 

http://www.minyu-net.com/news/news/0620/news12.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/143704812.html
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『 関東地方は今でもセシウム134と137が大気から降ってきている。』 環境放射能水準
調査結果（月間降下物）

http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8745/24/195_20140131.pdf …

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 7時間7時間前 
福島第一は現在も毎時、１千万Bqを環境へ（６０億Bqを海へ）放出中。
http://youtu.be/vbFt1euXqzQ

War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 8時間8時間前 
ところかまわず眠りこける「眠り病」が流行中

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/252.html …
この眠り病も、放射能被ばくの影響が強く懸念されます。

1F作業員であった磐城相馬さんもすぐ眠りに落ちたと報告しています。

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
ハワイとかの一部の例を除いて、噴火が起こると必ず噴煙、つまり火山灰が噴出され

るね。灰とは言うけど、実際は小さな岩石の粒子なんだ。だから飛行機のエンジンが

火山灰を吸うと故障しやすくなって最悪の場合にはエンジンが停止する事もあるんだ

。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年06月20日 22:56】
近畿地方では、２１日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょうに注意

してください。近畿南部では、２１日明け方にかけて、非常に激しい雨の降るおそれ

があります。

cmk2wlさんがリツイート 
Fonzy @kazparis · 11 時間11 時間前 
チェルノブイリ原発から２２０キロのオルマニー村では、事故から１５年たった２０

０１年、牛乳が1Lあたり2600Bqも汚染されていた。放射能汚染には注意しすぎてもし
すぎることはない。（ネステレンコ）　#チェルノブイリ　#チェルトコフ

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 6月19日 
江戸川のウナギに基準値超セシウム検出で出荷自粛要請。最悪になる東京湾のセシウ

http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8745/24/195_20140131.pdf
http://youtu.be/vbFt1euXqzQ
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/252.html
http://bit.ly/1khmA0K


ム汚染　http://bit.ly/1khmA0K

War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 6月16日 
原発事故との関係!?
原発の燃料＝ウラン…。
旧ソ連のウラン鉱跡で広がる謎の「眠り病」

http://franceneko.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/318-93de.html …
↓

動物の寝相に騒然　盛岡の動物園が「眠りの森」

に

http://withnews.jp/article/f0150611003qq000000000000000W00o0601qq000012121A
… 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/610798336145133569/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 7月11日 
ウラン＝原発の燃料

地面を這い、死んでいく子供たちの謎－インド、ウラン鉱山の村

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N8FMFJ6K50Y201.html …
「頭部肥大や血液疾患、骨奇形を伴って生まれている。ウラン採掘現場周辺の村々で

はがんが死因となるケースが多い」

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「「戦争反対」「未来を守れ」「憲法守れ」「安倍は辞めろ」「屁理屈言うな」のコ

ール！：佐藤　圭氏」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/17653.html#readmore …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
やっぱり、押尾コータローは、右手を使う奏法が凄いよなぁ。

「戦場のメリークリスマス：

https://www.youtube.com/watch?v=hKihHThnm2A …」

http://franceneko.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/318-93de.html
http://withnews.jp/article/f0150611003qq000000000000000W00o0601qq000012121A
https://twitter.com/hopi_domingo/status/610798336145133569/photo/1
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N8FMFJ6K50Y201.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/17653.html#readmore
https://www.youtube.com/watch?v=hKihHThnm2A


amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「＞小学生でも突っ込める。「そしたら法律いらんやんけ。」：想田和弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17652.html#readmore …

cmk2wlさんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 6月11日 
ワクチン接種率99.5%の学校で百日咳のアウトブレイク
http://www.naturalnews.com/050034_whooping_cough_vaccine_failure_DTaP.html …
2013年にFDAはすでにこ百日咳ワクチンの無効性を警告済みでしたが、いまだに接種
されているようです。

War Is Overさんがリツイート 
すー @creoless · 6月19日 
国会議事堂の前で「戦争なんかより友達と遊んだり親と喧嘩したりデートしたりする

日常の方が大事」って叫んだ若い子がインターネットで「自分に酔ってる」とか「自

分本位」だとか叩かれてたけど、自分の日常犠牲にして国家優先する方が狂ってない

？

https://www.youtube.com/watch?v=57eocqLdzWk
爆弾が落っこちる時 /THE BLUE HEARTS 

War Is Overさんがリツイート 
ディーン玲子#脱原発・戦争・地球汚染 @xian_nu · 2時間2時間前 
ディーン玲子#脱原発・戦争・地球汚染さんがリツイートしました ��
【訳】金持ちが貧乏人を搾取するとそれは「ビジネス」と呼ばれ、貧乏人が（搾取に

対して）戦うとそれは暴力と呼ばれる。

https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY
爆風スランプ - スパる

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 

http://sun.ap.teacup.com/souun/17652.html#readmore
http://www.naturalnews.com/050034_whooping_cough_vaccine_failure_DTaP.html
https://www.youtube.com/watch?v=57eocqLdzWk
https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY


「がれきの広告費用。実は、約40億だった！ #瓦礫 #がれき 」というツイートを何度
リツートしようとしてもできない。Twitter管理会社、姑息な制限を今すぐやめよ。
https://twitter.com/megpcafe/status/178687075485351937/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【拡散】kzooooo: LINEとは。電子的多角的「名寄せ」アプリとも言える。電話帳・ア
ドレス帳・連絡帳・メールのアドレスなどの個人情報を問答無用でブッコ抜き絶え

ずサーバへ送り続けるステルス機能を有する。

http://www.nikaidou.com/archives/27851

https://www.youtube.com/watch?v=imLhVssHJec
爆風スランプ★穴があったら出たい 

https://www.youtube.com/watch?v=aHqTuYItUFM
Sound Horizon 海を渡った征服者達 Conquistadores Vietsub

https://twitter.com/megpcafe/status/178687075485351937/photo/1
http://www.nikaidou.com/archives/27851
https://www.youtube.com/watch?v=imLhVssHJec
https://www.youtube.com/watch?v=aHqTuYItUFM


（６月22日）　バイトは休みです。／暴言に鎮痛効果が。人は暴言を吐くことで感情
の高ぶりを発散させ、自尊心を満たしている。（英研究）／台所の輪ゴムが、いきなり
劣化／札幌でも【中性子線】被曝があったと推測

http://85358.diarynote.jp/201506221222549324/

放射性水蒸気による濃霧が原因か？　（切れて

るチーズ…ッ☆　（違））
2015年6月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

おそようございます。１０：５５。

バイトは休みです。（＾ｗ＾）

https://www.youtube.com/watch?v=88ItuETwSME
となりのトトロ「さんぽ」リコーダー(縦笛)五重奏My Neighbor Totoro(recorder) 

なんだか笛の音色以外の音楽が聴けなくなっちゃってるんですが…

笛の音には大麻の…もとい、
（＾＾；）退魔の働きがあるというし…

不安神経症？とかの症状なんでしょうかね…？？

http://85358.diarynote.jp/201506221222549324/
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カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT1500UP】 暴言に鎮痛効果が。人は暴言を吐くことで感情の高ぶりを発散させ、
自尊心を満たしている。（英研究） 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52166505.html … 

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT3700UP】 イヌワシも結構モフらせてくれるらしい。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52194582.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/612766976776101888/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=PDQzcsdwfuc
アコギとリコーダーで夏の曲を色々演奏してみた 
Summer Songs on Guitars, Recorder

ところで台所の輪ゴムが、いきなり劣化していました。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月21日16:36

おかしい。

いま絶対、何か起こってる。

昨日の夕刻、やはり、札幌でも【中性子線】被曝があったと推測されます…
…（ーー＃）…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年6月22日12:31
キレちゃったので次項へ続くッ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日20:05
AKIRA @AKIRA23150220 · 6月21日 
AKIRAさんがリツイートしました ＡＮＡ運航の見通し情報
放射性水蒸気による濃霧が原因か？

ＡＮＡ運航の見通し情報��認証済みアカウント 
@ANA_flight_info ◆ANA 国内線/17:15◆こんばんは。明日22日、稚内・オホーツク紋別空港は視
界不良のため、条件付きの運航となる可能性があります。

PC: http://ana.ms/1Bv2NqW 
携帯: http://ana.ms/1Bv2NHc

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


（６月22日）　３日間でM級フレア６連発。連日の様にCMEが到達／グーグル・トレ
ンドでも「眠い」「だるい」が急上昇／放射線被曝でも、まったく同じ効果が起きる。

http://85358.diarynote.jp/201506221224595092/

【夏至】ッ…！／2015年6月22日はエヴァンゲリオン「使徒襲来
」の日！／NASA予測、今夜の磁気嵐Kp７以上／平均速
度1200km/sの超高速で突進してきます。

2015年6月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

（修復承前）（－－；）

宇宙天気ニュース @swnews · 34 分34 分前 
[記事] Mクラスフレアが4回発生しました。地球方向にCMEも飛び出しています。
http://swnews.jp #swnews

BOPPO @Boppo2011 · 2 時間2 時間前 
参考

NASA予測は、今夜の磁気嵐をKp７以上としてます
Kp-index(指数)は0〜9があります
0〜4=G0小規模(出現率)
5=G1中規模　(23%)

http://85358.diarynote.jp/201506221224595092/
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6=G2　ノ　　　(9%)
7=G3大規模 (3%)
8=G4　ノ　　　(1.5%)
9=G5最大規模(0.1%)

BOPPO @Boppo2011 · 4時間4時間前 
磁気嵐発生中

昨晩6/22 2時からの磁気嵐に伴い、現在地磁気が大きく乱れています
これに伴う磁気嵐ロジックM6+対応が6/24深夜まで続きますが
更に今夜も磁気嵐が来る為、磁気嵐ロジックは再びM7+対応になる見込み

BOPPO @Boppo2011 · 4時間4時間前 
今夜にもCME到達の予測
NASA(ゴダード)シミュレーションによれば
昨日発生のM2.6LDE(長時間フレア)が
何と36h後の今夜6/23深夜に地球に到達します
平均速度1200km/sの超高速で突進してきます 
https://twitter.com/Boppo2011/status/612745104923623424/photo/1

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M6.5】FIJI REGION 572.9km 2015/06/22 06:28:15JST, 2015/06/21 21:28:15UTC
(G)http://j.mp/1LtvO6G (USGS)http://j.mp/1ClRrAF

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
棺桶に入る寸前の老人達は一様に眠りこけている

体がだるくて眠くて仕方ないのだ

理由は、細胞の老化が進み体のホメオステーシスを維持してゆくだけの機能が失われ

ているからだ

放射線被曝でも、まったく同じ効果が起きる

低線量被曝が続くと細胞の数割が破壊され、もはや健全な代謝を維持できない

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
グーグル・トレンドでも「眠い」「だるい」が急上昇

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/254.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 8時間8時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.1 の中規模フレアとなり、X線強度は、6月22日03:20

https://twitter.com/Boppo2011/status/612745104923623424/photo/1
http://j.mp/1LtvO6G
http://j.mp/1ClRrAF
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/254.html


JST (21日18:20 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

火山たんさんがリツイート 
鹿児島・吉留直人 @NaotoYoshidome · 9時間9時間前 
激しすぎて火口からSLみたいな音するんだけど？
＃桜島 ＃火山 

cmk2wlさんがリツイート 
Lightworker ?@Lightworker19 ? 9 時間9 時間前 
【拡散】cmk2wl オーストラリアの気象地球力学中央研究所は事故以降一日平均5000超
〜5京ベクレルの放射性セシウムが蒸気となって放出されていると発表した。

cmk2wl ?@cmk2wl ? 12時間12時間前 
仙台のメルマガ読者の方から「本日（21日）夕方より振りだした雨のせいで、青葉区
内で、空間線量最大1.7~1.8（μSv/h）計測しました。なお、私の使っているカウンタ
ーは、エステー?のAIR COUNTER_Sです。」
基本的に 0.2μSv/h以下の場所はほぼないとのことです。

特務機関NERV ?@UN_NERV ? 12時間12時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月21日 23:17】
長野県では、２２日明け方まで土砂災害に警戒してください。また、関東甲信地方

では、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意してください。

BOPPO ?@Boppo2011 ? 13時間13時間前 
◆M2.6LDE(長時間フレア)
本日6/21 11時頃AR2371で発生した長時間フレア
継続時間1h以上、CMEハロー型(全方向)のため
ほぼ地球真正面方向に進んでいるものと考えます

約60h後の6/23深夜にCME地球到達か？ 

火山たん ?@volcano_tan ? 13時間13時間前 
エヴァって箱根と浅間が登場するんだよね。偶然だと思うけれど…＞RT
火山たんさんがリツイート 
オタコム ?@otakomu ? 14時間14時間前 
【140RT】2015年6月22日はエヴァンゲリオン「使徒襲来」の日！
http://bit.ly/1LmTYmg 

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://bit.ly/1LmTYmg


BOPPO ?@Boppo2011 ? 15時間15時間前 
◆３日間でM級フレア６連発
これらのフレアはAR2371とAR2367で発生
太陽面の地球正面から±60度以内のため
全てのNASAシミュレーションは出てませんが
連日の様にCMEが到達するものと考えます 
https://twitter.com/Boppo2011/status/612585806499201025/photo/1

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日12:27
うわ（＞＜；）

ふぉローしたつもりで、けっきょくぜんぶ消した…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日12:33
つづくッ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日12:47
意地と裏技で復元ッ！
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【非正規雇用者をたくさん雇っている会社ランキング１位から５０位】⇒「バイト先
」が、入ってるわ…★／2億匹のミツバチが1年で全滅。

http://85358.diarynote.jp/201506221242413523/

MERS拡大リスク／本来の隔離対象は現在５万人／原子力は要ら
ねえ！電力は余ってる！／電車での急病人を車両点検と言うそう

で

／非正規雇用者をたくさん雇っている会社ランキング３１位。

2015年6月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

（前項から続く！）

https://www.youtube.com/watch?v=7XJu2M89cWQ
故夢(竹笛) 

BOPPO ?@Boppo2011 ? 14時間14時間前 
BOPPOさんがリツイートしました 中津川　昴
韓国からの就航便見てると

日本もMERS拡大リスクが
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相当大きい様に感じます

未だ普通に飛んでますよね

MERSの潜伏期間は14日
が目安の様です

BOPPO ?@Boppo2011 ? 22時間22時間前 
◆韓国MERS／死者25人、感染者169人
6/21韓国保健福祉省発表　隔離者4000人余
線形近似(2次式)では感染者2400人で終息も
ただし、公式発表の正確性が大前提

本来の隔離対象は現在5万人、ピーク25万人 

BOPPO ?@Boppo2011 ? 6月20日 
独り言

やはり、韓国政府の「虚言癖」は昔から変わっていない様です

6/19から新患、死者ともにゼロだったのも、情報遮断(隠蔽工作)の為でしょう
今まで保健福祉省が公式発表した数値も、大本営発表だったとすれば、韓国MERSは「
パンデミック前夜」、既に手遅れかも知れませんね

https://www.youtube.com/watch?v=dm-_xCZUZw4
日韓打楽器コンサート 「 夏祭り」　（笹笛が奏でる音に注目）

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー ?@hanayuu ? 2 時間2 時間前 
はなゆーさんがリツイートしました 
柿沢未途（維新の党幹事長）

@tokaiamada 【国会】　本日の安保特別委員会の正念場「参考人質疑」をNHKはやっ
ぱりテレビ中継しない！

　https://twitter.com/310kakizawa/status/612767568391110657 …　国会中継ではな
く「趣味の園芸」や「きょうの料理」を放送→ http://goo.gl/JoC0FL

War Is Overさんがリツイート 
大野純一 ?@ohnojunichi ? 2時間2時間前 
原発事故で騙されても未だB層は地上波テレビや雑誌などの情報を鵜呑みにするよう
です。自分の頭で価値判断せず、マスメディアが根拠も示さず「凄い！」と煽ったも

https://www.youtube.com/watch?v=dm-_xCZUZw4
https://twitter.com/310kakizawa/status/612767568391110657
http://goo.gl/JoC0FL


のが好きな人口の７割を占めるB層。植民地化された国の民衆は、権力に対し従順で大
人しいという欧州での定説があります。

War Is Over ?@kenshimada ? 4時間4時間前 
山下俊一、甲状腺検査を受けた本人や保護者にさえ渡さない福島県の子供の「甲状腺

エコー」写真を米国の学会で大量に公開していた！

http://www.asyura2.com/13/genpatu31/mg/255.html …
日本では、国も福島県も福島県立医大も、「個人情報だから」と言って被曝線量推

定データの詳細を公表していない。

Lightworker ?@Lightworker19 ? 5時間5時間前 
退社女子アナの最新トレンドは海外移住　http://amba.to/1CjJETl

amaちゃんだ ?@tokaiamada ? 6時間6時間前 
現役の自衛隊員「海外で戦う約束したっけ？」「違憲だと思うし、専守防衛という自

分たちの任務を逸脱する」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6913.html …

War Is Overさんがリツイート 
momoa ?@momoa_mjlove ? 13時間13時間前 
momoaさんがリツイートしました kenji
電車での急病人を車両点検と言うそうですね。 

War Is Overさんがリツイート 
ライブドアニュース ?@livedoornews ? 16時間16時間前 
100RT：【今までの努力が…】コラーゲンで肌がぷるぷるはウソ
http://news.livedoor.com/article/detail/10256382/ …
「経口摂取で肌が潤う、という科学的な根拠はない」と医師。直接肌に塗れば、肌の

表面の水分は維持できるという。

https://www.youtube.com/watch?v=vIGTNN51bTA
ずっと嘘だったんだぜ/斉藤和義 

…いや…その「ピッコロ」じゃなくてね…？
…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

http://www.asyura2.com/13/genpatu31/mg/255.html
http://amba.to/1CjJETl
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https://www.youtube.com/watch?v=PlbM_Fbxc_A
【歌詞付き】ピッコロさんだ〜いすき 

（いや、好きだけど…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=sCH93YDMkbE
Die Zauberfl?te by Piccolo 魔笛〜夜の女王のアリア ピッコロ演奏 

War Is Overさんがリツイート 
アルファルファモザイク ?@alfalfafafa ? 3時間3時間前 
【128RT!】【衝撃】1983年〜1988年に産まれた男性の4人に1人が定職に就いていない
　これが今の日本の現実です http://alfalfalfa.com/articles/122197.html … #パート・アル
バイト #無職 （ゆとり第一世代を含む）19... 

War Is Overさんがリツイート 
大野純一 ?@ohnojunichi ? 5月25日 
@m4888289256 【非正規雇用者をたくさん雇っている会社ランキング１位から５
０位】 
https://twitter.com/ohnojunichi/status/602815611605889024/photo/1

…あら…ｗ（〜〜；）ｗ…

「バイト先」が、入ってるわ…★

https://www.youtube.com/watch?v=oAezGn8vW0I
ケーラーの子守唄　フルート演奏 Berceuse ： Kohler Flute

War Is Overさんがリツイート 
Greenpeace Japan ?@gpjTweet ? 13時間13時間前 
グリーンピースでは以下を求める署名活動を実施中です→http://grnpc.org/IgtSF 
●子どもの健康影響への懸念やミツバチなど花粉媒介生物への影響のある農薬（ネオ

ニコ系など）の規制

●生態系に調和した農業への支援強化 

https://www.youtube.com/watch?v=PlbM_Fbxc_A
https://www.youtube.com/watch?v=sCH93YDMkbE
http://alfalfalfa.com/articles/122197.html
https://twitter.com/ohnojunichi/status/602815611605889024/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=oAezGn8vW0I
http://grnpc.org/IgtSF
https://twitter.com/gpjTweet/status/612617122246557696/photo/1


https://twitter.com/gpjTweet/status/612617122246557696/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
すらいむ ?@sluggishslime ? 14時間14時間前 
すらいむさんがリツイートしました Greenpeace Japan 
昔使ったら、小指に一滴かかっただけで真っ赤に腫れ上がった。売り場の宣伝の「お

手軽感」とは全く違ってたよ。 

War Is Overさんがリツイート 
KT境界層 ?@situryoutteiika ? 6月17日 
2億匹のミツバチがたった1年で全滅した

https://www.youtube.com/watch?v=bHkiu30POno
Flight of the Bumblebee / 熊蜂の飛行　上野由恵(フルート) 

https://www.youtube.com/watch?v=1MgFJOJGDYI
くるみ割り人形 The Nutcracker :フィオーレローザ　フルートコンサート 

…人類は、滅びる「べき」なのか…？

消えたヤケで！（＾＾＃）！、

オマケの一曲！

https://www.youtube.com/watch?v=A9vnBJ7pLHE
原子力は要らねえ！電力は余ってる！♪

忌野清志郎 サマータイム・ブルース

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=bHkiu30POno
https://www.youtube.com/watch?v=1MgFJOJGDYI
https://www.youtube.com/watch?v=A9vnBJ7pLHE
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2015年6月22日15:50
０

５１

４１

４１．（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日20:10
BOPPO @Boppo2011 · 19 分19 分前 
【訂正】

(誤)本来の隔離対象は…ピーク2万人
→(正)…ピーク15万人

BOPPO @Boppo2011 · 57分57分前 
◆韓国MERS／死者27人、感染者172人
6/21韓国保健福祉省発表　隔離者3800人
線形近似(2次式)では感染者1700人で終息も
ただし、公式発表の正確性が大前提

本来の隔離対象は現在5万人、ピーク2万人
 

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


（６月23日）　…凡ミスが多すぎます…！脳ベクレですね！日常性バイアスで、バイ
トに逝ってきます…ッ！

http://85358.diarynote.jp/201506230037243674/

揺れた…【震度４：青森県 東通村 砂子又沢内】
。

2015年6月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

震度１かな？

札幌。0時36分。

青森県東方沖、最大震度４。

以下明朝。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【青森県で震度４】

23日午前0時35分ごろ地震がありました。震度4以上が観測されている地域は以下のと
おりです。震度4が青森県下北。この地震による津波の心配はありません。
http://nerv.link/dGREV9

http://85358.diarynote.jp/201506230037243674/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【各地の震度 2015年6月23日】
震度4：青森県]東通村砂子又沢内
http://zish.in/quake/4.1/55882c1fa569f8260600001d.png …

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 http://85358.diarynote.jp/201506230845386014/

地球直撃の太陽フレア／極端な紫外線フラッシュを確認／北米上

空で強い短波の停電や低周波無線信号を生成するX線や紫外線
照射。

2015年6月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

け…けした…（ＴＴ；）…

１時間がかりの情報チェック作業の果てに、最後にさっくり、

全部、うっかり消した！

…凡ミスが多すぎます…！

http://zish.in/quake/4.1/55882c1fa569f8260600001d.png
http://85358.diarynote.jp/201506230845386014/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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（＞＜ｐ）

脳ベクレですね！

日常性バイアスで、バイトに逝ってきます…ッ！

夢見る宇宙羊 @SpaceSheep_9 · 1時間1時間前

QT地球直撃の太陽フレア：黒点AR2371は強力なM6.5クラスの太陽フレアを再び噴火
。

NASAは午後6時23UT 6月22日フレアの極端な紫外線フラッシュを確認：北米上空で強
い短波の停電や低周波無線信号を生成するX線や紫外線照射。北米は沈静。電波障害は
地球の両極周りでまだ進行中

War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 9時間9時間前 
　

＊マスコミに載らない海外記事

福島で本当は一体何が起きているのか？

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-ebf6.html …

福島原発事故は、21世紀における最大の隠蔽として歴史に残る可能性が高い。政府も
大企業も、リスクと危険に関して、住民に本当のことを語っていない。

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月23日10:23
星占いだと双子座はラッキー第一位のはずなんだけど…(-.-;)

なんか早くも、ぷち厄日？

決定中…(∋_∈)

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-ebf6.html
http://85358.diarynote.jp/
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（６月23日）　【被曝疾病】であるところの、【鉄欠乏性貧血かつ血糖過多】。

http://85358.diarynote.jp/201506231556134465/

【自殺メニュー】まぐろユッケ丼…(°д°;;)…
2015年6月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

　

昨日の予報は降水確率０％だった札幌に、【湿度１００％】に近いものが来襲中。(ΘoΘ;)

被曝過敏の私は一息ごとに心臓が跳ね上がり、呼吸が停まりそうになります…（＞＜。）。。

このご時世に、しかも明らかに

【被曝疾病】であるところの、

【鉄欠乏性貧血かつ血糖過多】と診断されて、もちろん発病の原因は判っている医師から

 
「食事に気をつけなさい」と、

言われたばかりの同僚が、

…ランチに、まぐろユッケ丼！

喰って来たんだって…

(ノ-o-)ノ　┫

死にたいやつは死ねば？

勝手に！

（札幌でも、半年先まで健康的に生きていられる人のほうが…

http://85358.diarynote.jp/201506231556134465/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506231556134465/


たぶん少数派…(ToT)／

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月23日15:58
まぐろと玉子の

線量を検索してみ？

安い定食屋の米飯の産地もだ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月23日16:02
脱被曝をがんばってる賢者と、

「食べて心中」してるバカは、

もはや一目で判る。(-.-;)
（健康状態が全く違う！）

…バカは自分がどんだけバカだと、哀れまれているのか…

死んでも自覚しないのかなぁ…

。。。(〃_ _)σ‖
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2017年10月31日18:06

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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ちなみにマグロゆっけ丼とか海鮮ドリア♪

とかとか毎日ランチに食しまくってた同僚、（お金ないのに！）

健康診断で肥満による万病と指摘され、心臓不調で病気退職しました…。
 



（６月23日）　来月から自給が２０円あがることになったらしいバイトの残業１０分
。

http://85358.diarynote.jp/201506232339083853/

札幌、０．０４５μ。（＋地震＋オーロラ＋火事＋原発…！）

2015年6月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ただいまなさいで２３：２０です。

来月から自給が２０円あがることになったらしいバイトの残業１０分のあと、

「湿度１００％」に近い霧雨で線量上昇中の札幌市街を、

コーヒー豆を買いに回って、

残業分の時間計算を忘れていてうっかりバスを逃して、

チカホを歩いて、

ジュンク堂とブクオフを巡回していたら雨があがったので、

（＾＾；）

自転車でえっちらおっちら、東光ストアとイオンをハシゴして帰ってきて、

洗顔して着替えて荷物をさばいたら、この時間ですよ〜。と…

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

被曝で心臓バクバクなので、今朝の０７：５３から小一時間の作業の果てにサックリ消したもの

の「記憶スケッチ」的復元も含めて、これから神経が休まって眠る気になるまで、ＰＣの前にい

http://85358.diarynote.jp/201506232339083853/
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ますよと…
…（－－；）…。

とりあえず、今朝、聴いてた曲はこのへん…

https://www.youtube.com/watch?v=6lSc9cLhrB8
ヴェニスの謝肉祭 / P.A.GENIN 

https://www.youtube.com/watch?v=cKD109j4j6Q
フルート族の紹介　ピッコロ、フルート、アルト、バス、コントラバス

https://www.youtube.com/watch?v=1MgFJOJGDYI
くるみ割り人形 The Nutcracker :フィオーレローザ　フルートコンサート 

火山たんさんがリツイート 
計量たん @keiryo_tan · 2時間2時間前 
磁気嵐が発生！低緯度オーロラが北海道で見えるかも…なんだって。

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.6】日本海 深さ452.3km 2015/06/23 21:18:24
(G)http://j.mp/1SG38eH (アニメ)http://j.mp/1N4tu6m

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 三笠市 
【M2.6】石狩平野 深さ188.8km 2015/06/23 19:26:58
(G)http://j.mp/1GEbqOW (Y)http://j.mp/1GEbqOY

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 秋田県 湯沢市 
【M3.0】秋田県南部 深さ145.4km 2015/06/23 18:52:01
(G)http://j.mp/1Cqjvmh (Y)http://j.mp/1HaOdat (アニメ)http://j.mp/1HaOdap

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 青森県 藤崎町 
【最大震度1】(気象庁発表) 青森県津軽北部 深さ約10km M2.5 23日18時13分頃発生 
(G)http://j.mp/1CqgjHf (気象庁)http://j.mp/1GE6sBQ

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.6】北海道南西沖 深さ11.4km 2015/06/23 14:17:40 http://j.mp/1GwzMa4

https://www.youtube.com/watch?v=6lSc9cLhrB8
https://www.youtube.com/watch?v=cKD109j4j6Q
https://www.youtube.com/watch?v=1MgFJOJGDYI
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地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.6】青森県西方沖 深さ12.0km 2015/06/23 08:16:52 http://j.mp/1H9TTl2

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.1】青森県東方沖 深さ16.2km 2015/06/23 04:50:47
(G)http://j.mp/1GD8H8u (アニメ)http://j.mp/1QMwDy6

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ131.9km 2015/06/23 02:31:04
(G)http://j.mp/1J0jJ8v (アニメ)http://j.mp/1Ia6qnn

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M4.9】HOKKAIDO, JAPAN REGION 58.7km 2015/06/23 00:35:17JST, 2015/06/22
15:35:17UTC
(G)http://j.mp/1N1dOkg (USGS)http://j.mp/1CoBXf2

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M4.7】青森県東方沖 深さ65.1km 2015/06/23 00:35:16
(G)http://j.mp/1Lwc0PV (アニメ)http://j.mp/1GCBxpz

https://www.youtube.com/watch?v=1l2WhFOwcOc
ソーラン・ファンク ： フィオーレローザ　フルートコンサート
 

http://j.mp/1H9TTl2
http://j.mp/1GD8H8u
http://j.mp/1QMwDy6
http://j.mp/1J0jJ8v
http://j.mp/1Ia6qnn
http://j.mp/1N1dOkg
http://j.mp/1CoBXf2
http://j.mp/1Lwc0PV
http://j.mp/1GCBxpz
https://www.youtube.com/watch?v=1l2WhFOwcOc


体感者(スピリチュアル系)の方々は、磁気嵐や地殻歪などに起因する「磁場変化」「電
位変化」を常人では考えられない程、鋭敏に察知する能力があり、今回の磁気嵐では、
かなり酷い目に遭っている。

http://85358.diarynote.jp/201506240013534536/

いま世界中でオーロラ見えてる／嫌な予感がします／太陽フレア

で発電所がやられてしまうため、ＡＴＭなどの銀行のシステムが

機能しなくなる。

2015年6月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（※凡ミスで消し炭化する前に、作業中だけどこまめに保存しますわ…☆）
（ので、終わった頃に読んでね…☆）
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=7b6lTaQ8wyA
エルクンバンチェロ El Cumbanchero :フィオーレローザ　フルートコンサート 

https://www.youtube.com/watch?v=zolvvROHIoc
“木星”組曲「惑星」より ： フィオーレローザ・フルートコンサート２０１４ 

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
（続き）また、関東甲信地方では、２４日明け方にかけて落雷、竜巻などの激しい

突風、降ひょうに注意してください。
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506240013534536_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506240013534536_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506240013534536_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7b6lTaQ8wyA
https://www.youtube.com/watch?v=zolvvROHIoc


特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月23日 22:53】
関東地方南部では、２４日未明にかけて、雷を伴い局地的に非常に激しい雨が降る

ため、低い土地の浸水、河川の増水やはん濫、土砂災害に警戒、注意してください。

（続く）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年06月23日 22:25】
近畿地方では、２４日明け方まで、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
小笠原諸島

さっき21時20分ごろに2連発。5月30日にM8を超える巨大地震があった場所。超深発地
震で、世界中の学者が、異常な地震だと指摘してる。

画像：2007年以降の履歴。そんなに起こってない。要警戒ですね。この震源は。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/613339855997677569/photo/1

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M6.3】BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 455.9km 2015/06/23 21:18:29
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Iwp8Bv (USGS)http://j.mp/1LrfSVy

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東日本中心に大気不安定 埼玉で猛烈な雨】
国土交通省が埼玉県草加市に設置した雨量計では、午後９時半までの１時間に８８ミ

リの猛烈な雨を観測しました。

気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、急な川の増水に警戒するよう呼びかけています

。

http://nerv.link/VR4JFP

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【埼玉県 警報情報 2015年06月23日 21:31】
南部では、２４日未明まで土砂災害に、２３日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増

水に警戒してください。

［南中部］大雨・洪水

［南東部］大雨・洪水

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/613339855997677569/photo/1
http://j.mp/1Iwp8Bv
http://j.mp/1LrfSVy
http://nerv.link/VR4JFP


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東京都 警報情報 2015年06月23日 21:17】
東京地方では、２４日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［２３区西部］大雨・洪水

［２３区東部］大雨・洪水

［多摩北部］大雨・洪水

BOPPO @Boppo2011 · 3 時間3 時間前 
◆日本海はM5.6/D452km
Hi-net速報でCME解が出てましたが
時刻は21:18:25で横ずれ断層型
小笠原は21:18:29(USGS)で
その差は僅か4秒でした
偶然同時に発生したことになります 
https://twitter.com/Boppo2011/status/613352215860740096/photo/1

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.6】日本海 深さ452.3km 2015/06/23 21:18:24
(G)http://j.mp/1SG38eH (アニメ)http://j.mp/1N4tu6m

火山たんさんがリツイート 
weatherYK @yk_weather · 3時間3時間前 
明瞭な異常震域 
https://twitter.com/yk_weather/status/613321357841993728/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
BOPPO @Boppo2011 · 4時間4時間前 
◆緊急地震速報(最終第7報)
（微妙に揺れましたが、嫌な予感がします）

【M4.3】日本海中部 深さ440km 
2015/06/23 21:18:25発生 最大予測震度不明
http://j.mp/1N4r33I 
https://twitter.com/Boppo2011/status/613322281733877761/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 4時間4時間前 

https://twitter.com/Boppo2011/status/613352215860740096/photo/1
http://j.mp/1SG38eH
http://j.mp/1N4tu6m
https://twitter.com/yk_weather/status/613321357841993728/photo/1
http://j.mp/1N4r33I
https://twitter.com/Boppo2011/status/613322281733877761/photo/1


23日21:00現在、以下の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。
■警戒対象地域

栃木県：鹿沼市

群馬県：中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、東吾妻町

長野県：長野 鬼無里戸隠、上田市、大町市、東御市、立科町、長和町、麻績村、生
坂村、筑北村、池田町

鹿児島県：瀬戸内町

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【長野県 警報情報 2015年06月23日 20:16】
次の地域に警報が発表されています。

［長野地域］大雨

［大北地域］大雨

［上田地域］大雨

［佐久地域］大雨

［松本地域］大雨

［諏訪地域］大雨

［上伊那地域］大雨・洪水

［木曽地域］大雨・洪水

［下伊那地域］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【山梨県 警報情報 2015年06月23日 20:06】
山梨県では、２３日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してくだ

さい。

［峡南地域］大雨・洪水

［東部］大雨・洪水

［富士五湖］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【長野県立科町に避難勧告】

長野県立科町は、これまでの雨で土砂災害の危険性が高くなっているとして、23日午
後6時52分、蓼科地区を除く町内の32地区、合わせて2612世帯7174人に避難勧告を出
しました。

http://nerv.link/fO2GC5

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 

http://nerv.link/fO2GC5


【長野市 新たに１０４５人に避難勧告】
長野市は午後7時34分、市内の大岡地区の554世帯1045人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/8es3lq

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【局地的猛烈な雨 土砂災害警戒】
関東では大気の状態が不安定になり、局地的に猛烈な雨が降っています。

気象庁は２３日夜遅くにかけて土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や落雷

、突風などに十分注意するよう呼びかけています。 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【京都府 警報情報 2015年06月23日 19:25】
亀岡市では、２３日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してくだ

さい。

［京都・亀岡］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【長野県 土砂災害警戒情報 2015年06月23日 19:12】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼池田町▼長野▼鬼無里戸隠▼上田市▼大町市▼東御市▼立科町▼長和町▼麻績村▼

生坂村▼筑北村

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【岐阜県 警報情報 2015年06月23日 19:11】
美濃地方では、２３日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒して

ください。

［岐阜・西濃］大雨・洪水

［東濃］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【群馬県 土砂災害警戒情報 2015年06月23日 18:56】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼長野原町▼東吾妻町▼中之条町▼嬬恋村▼草津町

BOPPO @Boppo2011 · 6時間6時間前 
◆昨晩の磁気嵐は本当に凄かった

NASA-iSWAの地磁気シミュレーションによれば

http://nerv.link/8es3lq


昨晩の磁気嵐(太陽風)で地磁気シールド面が
静止軌道の約40%(地上14,500km)まで圧縮されて
静止衛星が地磁気圏外だった事が判明(‾０‾;) 
https://twitter.com/Boppo2011/status/613282489377820672/photo/1

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.6】TONGA 124.4km 2015/06/23 17:59:54JST, 2015/06/23 08:59:54UTC
(G)http://j.mp/1HaItgS (USGS)http://j.mp/1N3HWvC

BOPPO @Boppo2011 · 6時間6時間前 
一番は、人工衛星やISS(宇宙基地)の電子機器故障ですが、地上でも電子機器や電気系
統に影響が及ぶ事もあります

私は過去の研究から、磁気嵐が地震トリガーに成ると考えます

磁気嵐についての物理的な考察→http://boppo.main.jp/?p=4080 
@kingdom_kei

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【長野市の４地区に避難勧告】

長野市はこれまでの雨で土砂災害の危険性が高くなっているとして午後6時18分、▽安
茂里の山間部、▽小田切、▽篠ノ井小松原、▽戸隠栃原の4地区に避難勧告を出しま
した。

http://nerv.link/yVLwmk

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【長野県 土砂災害警戒情報 2015年06月23日 18:47】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼大町市▼麻績村▼生坂村▼筑北村▼長野▼鬼無里戸隠▼上田市▼東御市▼立科町▼

長和町

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【山梨県 警報情報 2015年06月23日 18:42】
山梨県では、２３日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してくだ

さい。

［中北地域］大雨・洪水

［峡東地域］大雨・洪水

［峡南地域］大雨・洪水

［東部］大雨・洪水

https://twitter.com/Boppo2011/status/613282489377820672/photo/1
http://j.mp/1HaItgS
http://j.mp/1N3HWvC
http://boppo.main.jp/?p=4080
http://nerv.link/yVLwmk


［富士五湖］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【関東鉄道竜ケ崎線 運転見合わせ 2015年6月23日 18:42】
線路冠水の影響で、現在も運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【長野県長和町の一部に避難勧告】

長野県長和町は、大雨の影響で土砂災害の危険性が高まっているとして午後5時45分、
古町の有坂地区の81世帯200人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/vPbp4j

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【長野県 警報情報 2015年06月23日 18:18】
長野県では、２３日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してく

ださい。

［北部］大雨・洪水

［中部］大雨・洪水

［南部］大雨・洪水

BOPPO @Boppo2011 · 7時間7時間前 
ちなみに、こちらは昨年9/13に発生したX1.6フレア直撃時の地磁気シミュレーション
ですが、通常の圧縮は、せいぜい静止軌道までなので、今回のは異常です 
https://twitter.com/Boppo2011/status/613291874221080581/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【山梨県 警報情報 2015年06月23日 18:00】
中・西部では、２３日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してくだ

さい。

［中北地域］大雨・洪水

［峡東地域］大雨・洪水

［峡南地域］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【茨城県 警報情報 2015年06月23日 17:42】
茨城県では、２３日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してくだ

さい。

http://nerv.link/vPbp4j
https://twitter.com/Boppo2011/status/613291874221080581/photo/1


［県央地域］大雨・洪水

［県北地域］大雨・洪水

［鹿行地域］大雨・洪水

［県南地域］大雨・洪水

［県西地域］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【岩手県 警報情報 2015年06月23日 17:23】
岩手県では、２３日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒

してください。

［盛岡地域］大雨・洪水

［奥州金ケ崎地域］大雨・洪水

［両磐地域］大雨・洪水

［宮古地域］大雨・洪水

［大船渡地域］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【栃木県 竜巻注意情報】
栃木県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日18:20まで有効です。
特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【埼玉県 竜巻注意情報】
埼玉県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日18:20まで有効です。

BOPPO @Boppo2011 · 7時間7時間前 
◆昨晩の磁気嵐は本当に凄かった

NASA-iSWAの地磁気シミュレーションによれば
昨晩の磁気嵐(太陽風)で地磁気シールド面が
静止軌道の約40%(地上14,500km)まで圧縮されて
静止衛星が地磁気圏外だった事が判明(‾０‾;) 
https://twitter.com/Boppo2011/status/613282489377820672/photo/1

https://twitter.com/Boppo2011/status/613282489377820672/photo/1


BOPPO @Boppo2011 · 8時間8時間前 
こちらは、NASA-iSWAシミュレーション
約48h後の明晩6/25 3時頃に地球到達
正に地球の真正面から突進して来ます

平均速度870km/sで地球到達時は700km/s
磁気嵐はKp7+で大規模になるとしています 

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 8時間8時間前 
〔関東 大気不安定〕関東4県に竜巻注意情報　群馬では土砂災害に警戒
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150623-00000006-rescuenow-soci …
23日17:20現在、気象庁は栃木県・茨城県・千葉県・埼玉県に竜巻注意情報を発表して
います。該当地域では、空の様子に注意し、雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆

しが

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 8時間8時間前 
23日17:10現在、以下の地域に竜巻注意情報が発表されています。
【竜巻注意情報】

茨城県：23日17:40まで有効
埼玉県：23日18:20まで有効
千葉県：23日18:10まで有効

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【千葉県 竜巻注意情報】
千葉県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日18:10まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【山形県 竜巻注意情報】
山形県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日17:10まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年06月23日 16:00】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150623-00000006-rescuenow-soci


近畿地方では、２３日夜遅くまで局地的に激しい雨の降るおそれがあります。浸水害

、土砂災害、河川の増水に注意してください。また、竜巻などの激しい突風、落雷、

降ひょうにも注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日17:00まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
（続き）また、２３日夜遅くまで、落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうに注意して

ください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【東北地方 気象情報 2015年06月23日 15:50】
東北地方では、２３日夜のはじめ頃にかけて非常に激しい雨が降り、大雨となる所が

あるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、はん濫に警戒してください

。（続く）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【岩手県 竜巻注意情報】
岩手県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日17:00まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【長野県 警報情報 2015年06月23日 15:20】
次の地域に警報が発表されています。

［大北地域］大雨

［上田地域］大雨・洪水

［佐久地域］大雨・洪水

［松本地域］大雨・洪水

［諏訪地域］大雨・洪水

［上伊那地域］大雨



［木曽地域］大雨・洪水

［下伊那地域］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【岩手県 警報情報 2015年06月23日 15:18】
内陸、沿岸南部では、２３日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増

水に警戒してください。

［盛岡地域］大雨・洪水

［奥州金ケ崎地域］大雨・洪水

［両磐地域］大雨・洪水

［大船渡地域］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【宮城県 竜巻注意情報】
宮城県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日16:10まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【岩手県 警報情報 2015年06月23日 13:32】
内陸、沿岸南部では、２３日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒

してください。

［奥州金ケ崎地域］大雨・洪水

［両磐地域］大雨・洪水

［大船渡地域］大雨・洪水

cmk2wlさんがリツイート 
片岡龍峰 @ryuhokataoka · 12時間12時間前 
片岡龍峰さんがリツイートしました Ryan Knapp
ニューハンプシャーでオーロラ。いま世界中でオーロラ見えてるみたい 

宇宙天気ニュース @swnews · 12 時間12 時間前 
[記事] 太陽風の乱れが到来して、速度700km/秒、磁場強度40nTに強まりました。
また、M6.5のフレアが発生しています。 http://swnews.jp #swnews

BOPPO @Boppo2011 · 13時間13時間前 

http://swnews.jp/


◆M6.5フレア
昨晩6/23 3時過ぎAR2371でM6.5LDE(長時間フレア)発生(ほぼ地球真正面)
NASAシミュレーションによれば、約30h後の明朝6/24 9時頃CMEが地球到達の予測
平均速度1400km/sと超高速でやって来ます
再び大規模な磁気嵐になると考えます

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【東北地方 気象情報 2015年06月23日 11:34】
東北地方では、２３日夜遅くにかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨とな

る所があるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、はん濫に警戒し、

落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.8】SOLOMON ISLANDS 32.2km 2015/06/23 09:47:41JST, 2015/06/23
00:47:41UTC
(G)http://j.mp/1BxMYQ5 (USGS)http://j.mp/1TJ3P8F

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � Елизовский район, Камчатская область 
【M4.4】KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA 29.0km 2015/06/23 08:26:14
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1K7iI02 (USGS)http://j.mp/1K8n0FX

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.5】GUAM REGION 147.7km 2015/06/23 08:05:55JST, 2015/06/22 23:05:55UTC
(G)http://j.mp/1H8pRwe (USGS)http://j.mp/1H8pOR7

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � Tajikistan 
【M4.6】TAJIKISTAN 10.0km 2015/06/23 06:40:57JST, 2015/06/22 21:40:57UTC
(G)http://j.mp/1eESJS9 (USGS)http://j.mp/1eESMgR

宇宙天気ニュース @swnews · 18時間18時間前 
[速報] M5.6 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、6月23日03:03 JST (22
日18:03 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

Lightworker @Lightworker19 · 18時間18時間前 
太陽フレアで発電所がやられてしまうため、ＡＴＭなどの銀行のシステムが機能しな

くなる　http://bit.ly/16Wk4Xf

http://j.mp/1BxMYQ5
http://j.mp/1TJ3P8F
http://j.mp/1K7iI02
http://j.mp/1K8n0FX
http://j.mp/1H8pRwe
http://j.mp/1H8pOR7
http://j.mp/1eESJS9
http://j.mp/1eESMgR
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://bit.ly/16Wk4Xf


BOPPO @Boppo2011 · 19時間19時間前 
◆磁気嵐

昨晩6/23 3時に予測通り、700km/s超えのCME着弾しましまた
現在、磁気嵐はNASA予測を上回るKp=8(G4)ほぼ最大規模です
これに追い打ちを掛けるように、3時頃M6.5フレア発生
フレア累積もX4超えました 

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年06月23日 05:16】
近畿地方では、２３日昼過ぎから夜遅くにかけて、局地的に激しい雨の降るおそれが

あります。浸水害、土砂災害、河川の増水に注意してください。また、竜巻などの激

しい突風、落雷、降ひょうにも注意してください。

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M4.9】JAVA, INDONESIA 47.5km 2015/06/23 01:37:50JST, 2015/06/22
16:37:50UTC
(G)http://j.mp/1JeCV5t (USGS)http://j.mp/1JeCV5v

宇宙天気ニュース @swnews · 21時間21時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M5.6 の中規模フレアとなり、X線強度は、6月23日03:03
JST (22日18:03 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 �
【M4.1】SOUTHEAST OF THE RYUKYU ISLANDS 22.7km 2015/06/23 00:50:58
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Bx7nVv (USGS)http://j.mp/1LwpPxK

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M4.9】HOKKAIDO, JAPAN REGION 58.7km 2015/06/23 00:35:17JST, 2015/06/22
15:35:17UTC
(G)http://j.mp/1N1dOkg (USGS)http://j.mp/1CoBXf2

地震マップ @eq_map · 6月22日 � Ollagüe, Chile 
【M5.0】POTOSI, BOLIVIA 110.6km 2015/06/22 20:42:06JST, 2015/06/22
11:42:06UTC

http://j.mp/1JeCV5t
http://j.mp/1JeCV5v
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://j.mp/1Bx7nVv
http://j.mp/1LwpPxK
http://j.mp/1N1dOkg
http://j.mp/1CoBXf2


(G)http://j.mp/1Lp94b0 (USGS)http://j.mp/1Lp936R

cmk2wl @cmk2wl · 6月22日 
つくばの UV-Bの量（波長が280〜315nm（ナノメートル）の紫外線強度）が上昇して
いる。表は積算値。 
UV-Cも地表に来ているんじゃないだろうか？短時間でもオゾンホールができていたり
して。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/613006931528003585/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 6月22日 
環境放射線量が異常に下がる「爆縮」現象が起きているようです

宇宙天気ニュース @swnews · 6月22日 
[記事] Mクラスフレアが4回発生しました。地球方向にCMEも飛び出しています。
http://swnews.jp #swnews

BOPPO @Boppo2011 · 6月22日 
【訂正】

(誤)黒点サイズ1080/mill→(正)1180/mill
このサイズだと、過去10年ベスト５入りですね

BOPPO @Boppo2011 · 6月22日 
◆フレア累積／X4超え48h以内にM7級
AR2367と2371のフレア累積が現在X3.5、後数日でX4超えると思います
過去実績から、X4超え48h以内にM7級が発生してます(震源は世界の何処か判りません)
X級フレアも数日内か？ 

BOPPO @Boppo2011 · 6月22日 
◆AR2371
現在の黒点サイズ1080/millと、日々巨大化してます
1000超えは、昨年11月のAR2209以来７ヶ月ぶり
24h以内X級20%と高確率なので、まだまだ油断禁物 
https://twitter.com/Boppo2011/status/612962146264072194/photo/1

BOPPO @Boppo2011 · 6月21日 
◆３日間でM級フレア６連発
これらのフレアはAR2371とAR2367で発生

http://j.mp/1Lp94b0
http://j.mp/1Lp936R
https://twitter.com/cmk2wl/status/613006931528003585/photo/1
http://swnews.jp/
https://twitter.com/Boppo2011/status/612962146264072194/photo/1


太陽面の地球正面から±60度以内のため
全てのNASAシミュレーションは出てませんが
連日の様にCMEが到達するものと考えます 
https://twitter.com/Boppo2011/status/612585806499201025/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=2ElD7_-mM50
花は咲く　Flowers will bloom：フィオーレローザ　フルートコンサート 

https://www.youtube.com/watch?v=_NN3GJGnzjo
花は咲く (菅野よう子作曲)　/ Flower will Bloom (Hana wa Saku) by Yoko Kanno 

https://www.youtube.com/watch?v=hGNEIPOCllE
花は咲く　＊　布施明　錦織健　川井郁子　幸田浩子

BOPPO @Boppo2011 · 6時間6時間前 
一方、体感者(スピリチュアル系)の方々は、磁気嵐や地殻歪などに起因する「磁場変化
」「電位変化」を常人では考えられない程、鋭敏に察知する能力があり、今回の磁気

嵐では、かなり酷い目に遭っている事と思います(私も体感者の一人です)
@kingdom_kei

https://twitter.com/Boppo2011/status/612585806499201025/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=2ElD7_-mM50
https://www.youtube.com/watch?v=_NN3GJGnzjo
https://www.youtube.com/watch?v=hGNEIPOCllE


（６月24日）　息吸うだけでどんどん体調崩すって何なの。／今は、一人一人が生き
られるか、死んでしまうかの瀬戸際です。考え迷うことなどありません。とにかく生き
延びる　これだけです。

http://85358.diarynote.jp/201506240104492884/

「日光は放射線管理区域にしなければいけない

汚染地帯」／検査医師は子供の避難を勧告。

2015年6月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=fJwnsyEtkK0
Jean-Marie Leclair Complete Flute Sonatas 

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【拡散】tart_k:

国民には内緒。tomoyononaka: 英語では発表。広島の4023倍のセシウム:
http://www.examiner.com/article/fukushma-cesium-equals-4-023-hiroshima-bombs ……”
#NHKが報道しない事

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前

もし、自分や家族に低線量被曝症状が出たら、被曝量の抑制に本腰を入れたほうが

いい。そのうち疲れやすく「非常な倦怠感」を感じる「ぶらぶら病」に進む恐れも

ある。そうなると、仕事ができなくなる　http://bit.ly/1c4ztFx

cmk2wlさんがリツイート 
1/f @pion2355 · 5時間5時間前

札幌で、連休明けに蒔いた豆が土中で半分以上カビました。帯広釧路でも同じらしく

、今年は冷え込みの再来がきつかったからという話が聞こえてますが、自分はこれら

の地域の霧や風向きにより咳が出るし皮膚が痛痒く発疹出るので「来てる」んだろう

と思ってます。 @cmk2wl

War Is Over @kenshimada · 6時間6時間前

http://85358.diarynote.jp/201506240104492884/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=fJwnsyEtkK0
http://www.examiner.com/article/fukushma-cesium-equals-4-023-hiroshima-bombs
http://bit.ly/1c4ztFx


100mSvまで浴びないと胎児には何の奇形も起きないそうだが、レントゲン室の前には
なぜこのような表示があるのか？

http://onodekita.sblo.jp/article/6979060.html …
https://twitter.com/kenshimada/status/348109427863326720/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前

熱力学の第二法則のように、

1. 西日本の湿度が低い場所に、福島で発生した高湿度が流れ込む。
2. 福島近傍で高湿度なので、西日本の湿度は地元に停滞する。
3. 重いトリチウムは下層、軽い普通の湿度は上層で交互にまざっている。
1.と 3. なら、西日本の高湿度は危ない。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日17:00まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日16:10まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【福島県 警報情報 2015年06月23日 14:36】
中通り、浜通りでは、２３日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒

してください。

［中通り中部］大雨・洪水

［浜通り南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 

http://onodekita.sblo.jp/article/6979060.html
https://twitter.com/kenshimada/status/348109427863326720/photo/1


【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は23日15:10まで有効です。

War Is Overさんがリツイート 
ぴっち @nikapitch · 11時間11時間前

夫から具合悪いとメールが。４月からもう寝込むの２回目。こんなの、2011年以前は
ゼロだ、ほとんどない。先週汚染地に行ったからすぐ出たんじゃねえの。事故後から

一番症状が出ていた夫。何なの。この世界。息吸うだけでどんどん体調崩すって何

なの。それが嫌で逃げたら勝手に逃げた卑怯者。

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前

今は、一人一人が生きられるか、死んでしまうかの瀬戸際です。考え迷うことなどあ

りません。とにかく生き延びる　これだけです。二人のお子さんは、親だけが頼り

です。両手に子どもを抱いたら、他人のことなど考えている余裕はないはずです。

Lightworker @Lightworker19 · 14時間14時間前 
【拡散】k2cyan　

OKグッズ　ティッシュ・トイレットペーパー編 - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/21323980011360101 ………　

『ティッシュペーパーやオムツの放射能汚染について考える』

http://ameblo.jp/mugippo/entry-457628861.html ………

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前

浪江町産　フサスグリの実　測定8600秒
セシウム合算 16.1Bq/Kg 重量280g　補正値　18.4Bq/Kg
このレベルだと危険ですね 
https://twitter.com/tokaiamada/status/613153458061864960/photo/1

http://matome.naver.jp/odai/21323980011360101
http://ameblo.jp/mugippo/entry-457628861.html
https://twitter.com/tokaiamada/status/613153458061864960/photo/1


Lightworker @Lightworker19 · 15時間15時間前 
【拡散】tokaiama

原発事故で最大の問題は、生まれてくる子供たちに知的障害が生じることだ。その割

合は半端でない。ほぼ全員が知能低下を来す恐ろしいデータが出てる。米軍の海兵隊

統計では大気圏核実験年度1962年生まれは IQが無被曝年より１０低かった　東日本出
生児全員が知能低下

Lightworker @Lightworker19 · 15時間15時間前

福島：戦闘なき核戦争：語られていない世界的核放射線危機　http://bit.ly/Mn4dWi

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前

磐城相馬さんの福島第一原発作業員日誌

http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/757.html …

今日でトータル被曝量が３００００マイクロシーベルトを超えてしまった。

１日平均５００マイクロシーベルトを浴びたことになる

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前

放射能問題は、究極的には「気象」と関係していく。

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前

しかし、最近になってトリチウムによる高湿度が記録されている場所は、年間の平均

気温が高く、年間の降水量が多い場所ではないか？（福島近辺を除く）

もちろん湿度を保持して拡散していきやすい海沿い。

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前

水循環。

太陽と重力で、このサイクルが繰り返される。

トリチウム水もおなじ循環に取り込まれる。

蒸発して水蒸気となった水はおよそ 9日ほどで降雨などで再び地表に。
今降ってる雨はいつ蒸発したもの？ 

http://bit.ly/Mn4dWi
http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/757.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/613025594545049600/photo/1


https://twitter.com/cmk2wl/status/613025594545049600/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 23時間23時間前

次なる放射性物質の大放出があれば、空中を浮遊する放射性物質やヨウ素が今の値の

千倍、1万倍に跳ね上がる　http://bit.ly/1c4ztFx

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 6月22日 
名無し：2015/06/20(土) 13:46 ID:XXXXXXXX

【福島県の脱水汚泥測定 今年2-5月にヨウ素131検出 やはりあのモクモクは再臨界だ
った】

http://ameblo.jp/souldenight/entry-12041043855.html …

amaちゃんださんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 6月22日 
名無し：06/22 11:47 ID:-

今朝の地方紙に気になることが書いてあったな

卵の黄身が、このごろ白っぽいものがある

それは、米をエサにしているからだと

このごろ、米が家畜のエサに多く使われるようになったんだと‥

２ちゃん原発情報さんがリツイート 
放射能漫画描く人(放射能呪子) @houshanoumanga · 6月22日

@2ch_NPP_info 問い合わせたら、大手の鶏卵の会社が、政府払い下げ米を飼料にして
いるといってました

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 6月22日 
高崎（群馬県）の放射性核種探知観測所（資料）

http://www.cpdnp.jp/pdf/110330_Takasaki_report_Mar27.pdf …

2011年3月15日から16日に観測されたヨウ素
ヨウ素131：1万5千mBq/立方メートル
ヨウ素135：37万mBq/立方メートル

http://bit.ly/1c4ztFx
http://ameblo.jp/souldenight/entry-12041043855.html
http://www.cpdnp.jp/pdf/110330_Takasaki_report_Mar27.pdf


ヨウ素135：37万mBq/立方メートル

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 6月22日

都の水道水を飲んでいたら,3年で皆やられてくるといわれるが、本当だろう。水道水に
よる内部被曝の総量は大きすぎる。ヨウ素とセシウムだけの検査値では役に立た

ない。31種類もの各種が存在し得ることを皆知らないらしい。水道水でお陀仏
急病人

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 6月22日

牛乳は絶対に飲んではいけません。必ず後で後悔します

http://spiritcat.blog.fc2.com/blog-entry-950.html …
今福島の牛はほとんど白血病。その乳が平気で出荷されている…これを飲んで人間が
白血病にならないほうがおかしい。しかも飲んでいるのは小学生…

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 6月22日

2012/11/2
小学校教職員の連続、在職中、突然死（千葉県・船橋市）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e38c4493106fb1bc479ea7c62aa25768 …

◎柏市など千葉県東葛地区の乳幼児

１６人中８人｢末梢血リンパ異常｣

検査医師は子供の避難を勧告

◎千葉港に比較的近い区域で

特に若年層＆中年層の死亡事例急増

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6月22日

被曝を防ぐ基本は

福島から出来るだけ離れること

特に初期被曝のあった

http://spiritcat.blog.fc2.com/blog-entry-950.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e38c4493106fb1bc479ea7c62aa25768


この地域から、離れてください！！！ 
https://twitter.com/k2cyan/status/610362713118650368/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 6月22日 
AKIRAさんがリツイートしました shishimaru

イランイラク戦争で米軍が使用した劣化ウラン弾で後方支援にまわっていた多くの自

衛隊員が被曝した。

この劣化ウラン弾の原料も日本が米に供給していたのか？

amaちゃんださんがリツイート 
シナトラ・ベイシー @SINATRA_BASIE · 2013年9月29日

「日光は放射線管理区域にしなければいけない汚染地帯です。」世田谷の川場村も同

様か？ RT @kiiko_chan: 土・肥料・歯のレントゲン・日光修学旅行についてなどいろ
いろ〜小出裕章さん講演会7/6座間麦っ子畑保育園 （文字起こし）
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3236.html … 

https://www.youtube.com/watch?v=-ybaYNLoTWY
Flute, Celtic: Rhonda Larson in Italian Medieval Festival

 

https://twitter.com/k2cyan/status/610362713118650368/photo/1
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3236.html
https://www.youtube.com/watch?v=-ybaYNLoTWY


（６月24日）　バイト休み。ヘタに早起きしたら札幌の午前５時は０.０４８μまで上が
っていたので、うかつに呼吸数を増やさなくて済んでよかった…

http://85358.diarynote.jp/201506241016389958/

「分隊長！ワイルドすぎます！」…ｗ（＾◇＾；）ｗ…　（＋
２曲）

2015年6月24日 恋愛 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=5rcgZSVQRtY
AS-037　アマリリス（器楽合奏） 

おそようございます。０９：５２です。

昨日の吸気被曝過多で心臓ばくばく血圧乱調で寝付くのが遅くなって起きるのも遅くなって、

でもヘタに早起きしたら札幌の午前５時は０.０４８μまで上がっていたので、

うかつに呼吸数を増やさなくて済んでよかった…

　…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

な、今日はバイト休みです。予定はいつもの銭湯出撃と買い出し…。

http://85358.diarynote.jp/201506241016389958/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201506241016389958/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506241016389958_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506241016389958_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506241016389958_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5rcgZSVQRtY


　（＾＾；）

はい。画像？（＾＾；）

…そんなわけで、脳ミソへろへろなワタクシですが…。
ｗ（＾＾；）ｗ

『進撃の巨人』は、とりあえず原典の既刊の１６巻まで、

一昨日の夜に読み終えていたわけですよ…。（＾＾；）

んで。（＾＾；）

いささか変態的？ヲタでミーハーで（＾＾；）

暴走するとハタ迷惑大全開ながら、

イザとなったらまず「ブン屋と世論を動かす」という視点で、

「革命」に参画する…

ハンジ！…に、似てますよね、私…ｗ

　！（＾◇＾）！

（見た目もナチュラルに似ています…☆）
 



（６月24日）　脳が被曝で破壊されると眠気に襲われる／被曝で東北関東を中心に全
国的に健康な人が少なくなることを考えたら、経済崩壊でしょうね。

http://85358.diarynote.jp/201506242101482980/

【補完！】島根県０.１６μ超／たばこ一日一箱で年間0.1mSv／牛
乳２４１ベクレル／水道水内部被曝／脳が被曝で破壊され眠気／

トリチウム吸い込んでます！

2015年6月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

おやこれは（＠ｖ＠）札幌大通公園ではないですか…？

https://www.youtube.com/watch?v=--qorQxUwjQ
アンタラ(サンポーニャ)の演奏。02 

違うかな？（＾＾；）

 
いえ、私は厚別方面の森林公園温泉から先ほど帰投しました。１９：００です。

 
おッ♪（＾＾）ｇ　マルカマシスを掘り当てたぞ…♪

http://85358.diarynote.jp/201506242101482980/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506242101482980/
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https://www.youtube.com/watch?v=--qorQxUwjQ


さすがの演奏力だな…♪
　

https://www.youtube.com/watch?v=G0NjgBXwWRk
天空の響き　ＭＡＲＫＡＭＡＳＩＳ ペルー　アンデス 

 
源泉かけながし温泉の浴室内がほぼ無汚染に近い天国だっただけに、一歩外へ出た途端、とい

うか、

「ロッカーを開けて自分のカバンと衣服の汚染異臭を嗅いだとたん」に、

「ここは、地獄だ！」と、思い出して、泣けてしまいましたが…

…！（＞＜ｐ）！…

いいんだ。うちの「過保護霊」軍団が、

だいじょーぶだ！って言ってくれてるし…
…（＾へ＾；）…

サイアク、死んだって、「霊体に戻って連中のところに再合流する。」だけぢゃん…？？

…ｗ（－－；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=k7H-pVzD44c
千の風になって　サンポーニャ　sen-no-kaze-ni-natte 

https://www.youtube.com/watch?v=D8-J9mtaNF0
cholita pasñita MARKAMASIS マルカマシス☆オススメ 

地震マップ @eq_map · 17 分17 分前 
【M2.6】国後島近海 深さ77.9km 2015/06/24 19:21:01 http://j.mp/1IdAGOd

BOPPO @Boppo2011 · 33分33分前 
◆次はM6.5LDE(長時間フレア)が来ます
昨日は今年3/22から3ヶ月ぶりのKp8と大規模の磁気嵐
実はその前のKp8は、2006/12/15以来８年余ぶり
NASA-GSFCは明日9時、NASA-iSWAは今夜27時を予測 

https://www.youtube.com/watch?v=G0NjgBXwWRk
https://www.youtube.com/watch?v=k7H-pVzD44c
https://www.youtube.com/watch?v=D8-J9mtaNF0
http://j.mp/1IdAGOd


BOPPO @Boppo2011 · 2時間2時間前 
◆北海道でオーロラ観測　今年２回目

２３日夜、北海道稚内にて

なよろ市立天文台「きたすばる」の職員、中島克仁さんが撮影

http://mainichi.jp/select/news/20150625k0000m040001000c.html … 

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 青森県 三沢市 
【M2.7】下北半島付近 深さ89.4km 2015/06/24 15:00:41
(G)http://j.mp/1Hdlh1s (Y)http://j.mp/1QPb9kc

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 根室市 
【M3.3】根室地方 深さ78.8km 2015/06/24 12:42:05
(G)http://j.mp/1Ll9rlQ (Y)http://j.mp/1GoL3Kq (アニメ)http://j.mp/1Rv73IX

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 時間前 
[記事] 磁気嵐は更に激しく発達しました。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
http://swnews.jp #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
磁気嵐が継続。

6月23日の深夜3時30分ごろ発生した磁気嵐が、24日09時現在も発生中。ETS8 MAMが
、かなりの乱れ。

©宇宙環境計測情報システム
©気象庁：地磁気観測所（茨城県：09時現在：279nT）

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9時間9時間前 
名無し：2015/06/24(水) 06:29 ID:XXXXXXXX
地震保険、最大５割値上げへ 政府など検討、平均１９％
http://www.asahi.com/articles/ASH6R5KNLH6RULFA01R.html?iref=comtop_6_02 …

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M3.3】北海道北東沖 深さ208.6km 2015/06/24 04:07:07
(G)http://j.mp/1Gnl5ae (アニメ)http://j.mp/1SHskBz

地震マップ @eq_map · 6月23日 � 北海道 三笠市 
【M2.6】石狩平野 深さ188.8km 2015/06/23 19:26:58

http://mainichi.jp/select/news/20150625k0000m040001000c.html
http://j.mp/1Hdlh1s
http://j.mp/1QPb9kc
http://j.mp/1Ll9rlQ
http://j.mp/1GoL3Kq
http://j.mp/1Rv73IX
http://swnews.jp/
http://www.asahi.com/articles/ASH6R5KNLH6RULFA01R.html?iref=comtop_6_02
http://j.mp/1Gnl5ae
http://j.mp/1SHskBz


(G)http://j.mp/1GEbqOW (Y)http://j.mp/1GEbqOY

宇宙天気ニュース @swnews · 6月23日 
[記事] 太陽風の乱れが到来して、速度700km/秒、磁場強度40nTに強まりました。
また、M6.5のフレアが発生しています。 http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=HlGm7CaHODg&index=2&list=PLsaNUvh0mwkeh32Ed3E9-
2npMd4U94hHE
Condorcanqui - Grupo Andes chirapaq MARKAMASIS　マルカマシス 

https://www.youtube.com/watch?v=75hM3mOGg70&index=8&list=PLsaNUvh0mwkeh32Ed3E9-
2npMd4U94hHE
Leo Rojas El Condor Pasa 

Lightworker @Lightworker19 · 15 分15 分前
 
人間の体に入ったセシウムは独立して細胞に取り付き、細胞のエネルギー源を破壊し

ます。肝臓であろうと膵臓または脳細胞であろうと問題ではありません。セシウムに

取り付かれた細胞は、隣接する細胞を同様の状態にした後、死亡します

。http://bit.ly/zmoRB8

 
＼なこ／ @anct_a · 28分28分前
 
お母さんが送ってくれた乾燥剤、

ゼリー状になったらお取替えって。

今日だして2日目だよ。
ゼリー状だよ。

なに？寮の湿度100%ですか？
どれだけ除湿せなあかんの＃

 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 45 分45 分前 
名無し：06/24 14:27
amikoti
福島から母が来ていた。お茶飲み友達がみんな入院、大腸癌、膠原病、白内障緑内障

http://j.mp/1GEbqOW
http://j.mp/1GEbqOY
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=HlGm7CaHODg&index=2&list=PLsaNUvh0mwkeh32Ed3E9-2npMd4U94hHE
https://www.youtube.com/watch?v=75hM3mOGg70&index=8&list=PLsaNUvh0mwkeh32Ed3E9-2npMd4U94hHE
http://bit.ly/zmoRB8


…
実家のメンバーはずーっと湿疹が治らず皮膚科通い凄い混みようだとか。家庭菜園し

てるご近所さん、孫には絶対食べさせないでって嫁に言われてシュンとしてるとか…

 
War Is Over @kenshimada · 2 時間2 時間前
 
たばこ煙中の放射性物質を測定、1日1箱で年間0.1mSv内部被曝が判明。（厚生労働科
学特別研究事業の調査）

 
昔からたばこの葉に含まれるポロニウム210を今さら調査して分かったと。東日本産タ
バコに蓄積した放射能のせいではないとの事。

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-2245.html …

 
Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前
 
「中国の黄砂だ！」とか言われて騒がれていましたが、結局のところ放射能砂埃が大

量に舞い上がった光景だったということです。確かに私もここまで黄色になった東京

は初めて見ました。　http://bit.ly/14eeWMq
 

浅田 真由 @mayu1116basket · 4時間4時間前
 
今日湿度100％ってほんと？w
 

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前
 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年06月24日 13:44
】

関東甲信地方の一部の地域では、今日（２４日）夕方にかけて、光化学スモッグの発

生しやすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

 

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
【拡散】tokaiama:

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-2245.html
http://bit.ly/14eeWMq


葛飾の鈴木さんが輸入販売する予定の食品計測器で、近所の牛乳を計測したらリット

ル２４１ベクレルだって http://geiger.grupo.jp/bbs/44034

 
Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前
 
山梨です。６０代の女性、２名が心不全で亡くなりました。お二人とも全く食べ物に

は気をつけておらず、食べて応援していました。それまでお元気だったのに、いきな

り倒れてなくなってしまいました。　http://bit.ly/YLY5lg
 

War Is Over @kenshimada · 8時間8時間前
 
若者の心筋梗塞増加：ジャンクフード＆喫煙の若者「ある日突然」のリス

クhttp://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130616/wlf13061618000019-n1.htm …
 
記事には書いていないが、コンビニ食にもタバコにもセシウムが含まれている。公式

発表を調べれば分かること。

 

War Is Overさんがリツイート
めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前 
めいちゃんさんがリツイートしました 4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を
 
西宮に５年間在住時、３１１以降同様の「朝背中や腰が痛くて起きられない、異様に

眠い、疲れている」ということがしばしばあった。

地球化学図を見たら、明らかに熊取の実験炉とその隣の核燃工場の影響と見られるウ

ラン汚染地域だった、、、

 

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【大阪管区気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年06月24日
10:22】
大阪府、兵庫県南部では、局地的に光化学スモッグが発生しやすい気象状態になる見

込みです。屋外での活動に十分注意してください。

 

http://geiger.grupo.jp/bbs/44034
http://bit.ly/YLY5lg
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130616/wlf13061618000019-n1.htm


War Is Overさんがリツイート
シェフ @sendagiwalker · 11時間11時間前
 
これから20年後以降は被曝二世の問題が生じる。チェルノブイリの教訓からは高度汚
染地域の被曝二世は健常に生まれることが殆ど無い。すなわち次世代はハンディ

ーキャップの山になる。医療費がパンクするだろう。#日本崩壊　#チェルノブイリの
教訓

 

War Is Overさんがリツイート 
Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox · 11時間11時間前
 
被曝列島

QT @charleycharley7: 6月23日(火)の急病人(19人)ツイート　中部・関東・東北
つづき　#急病人
＋飛行機が急病人でリターン。

＋西日本で6人。
大和路線

関西本線

阪和線

大阪環状線

赤穂線

西鉄天神大牟田線

 

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前 
【拡散】yamayossi
北海道も、沖縄も、体調不良の方が沢山いるなあ、咳、頭痛、だるさ、マスク、そん

な季節じゃないのに

 

軽井沢 @karuizawa_twt · 14時間14時間前
 
7時 現在の軽井沢: 気温12.8℃ 湿度100% 西北西の風1.7m/s 気圧900.5hPa 降水
量0.0mm/h 日照0分/h
 



ヒデオ @hideobag · 15時間15時間前
 
6月24日水曜日、東京は晴れ。気温18.2度、南南東の風0.9m、湿度100％、気
圧1011.0hPa、最低最高気温18〜28度、降水確率20％
綺麗な朝焼けでした。寝落ちしている間に、荒れ狂った雷雲も太平洋側に去って行き

ました。

今日も一日、元気に笑顔で頑張りましょう〜♪

 

War Is Overさんがリツイート 
チョク @chyku · 17時間17時間前

保険会社は放射能汚染の深刻さを知っているのですね(−_−＃)
“@onodekita: 甲状腺機能の異常を指摘されて、生命保険に入れないと来院されていた
方がいた。気にとめていなかったが、生命保険加入の際にいつから甲状腺機能が必須

となったの？”

War Is Overさんがリツイート 
カズ(放射能避難自給村を作ろう！) @KaZuMaRu0617 · 21時間21時間前 
@aoooooooooo0718 @m_a_yu_

東京では、末期的なことが少しずつ起きています。

電車で座っている人が突然昏睡状態に陥って、座席からガクッと落ちても目を覚まさ

ない、とかいうことが多発しているようです。脳が被曝で破壊されると、眠気に襲わ

れることがわかっています。

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 6月22日

都の水道水を飲んでいたら,3年で皆やられてくるといわれるが、本当だろう。水道水に
よる内部被曝の総量は大きすぎる。ヨウ素とセシウムだけの検査値では役に立た

ない。31種類もの各種が存在し得ることを皆知らないらしい。水道水でお陀仏
急病人

kenji @buick54aki · 6月22日

フクイチのデブリ付近から噴出している膨大な量の湯気この重い湯気＝霧は主に沿海



地域を襲い襲われた地域は湿度１００％になる

しかし水蒸気が噴出しない日はデブリ溶解し地中に落下した核燃料の沸騰している部

分から

急病人

人身事故

給食

水道水

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6月21日 
@_oyakonekonya_

トリチウムの水蒸気毎日吸いこんでいたら、DNAが破壊されてゆきますよね。銚子で
、湿度100％が観測史上初めての長時間続くなんて、福島のトリチウムもろに吸いこん
でますよ。ガンダーセン氏が言ってるように、既に遺伝子の異常は起きてます。だか

ら奇形児も・・

Kiki @KisaragiBPM · 6月19日

福島原発事故の隠された危険性：トリチウム水と湿度100％の謎
http://ln.is/blog.goo.ne.jp/princ/CRRw0 … via @princeofwales19

hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 6月18日 
@cmk2wl @s_ghizaghiza

2015/6/19 0:10頃 都内。今日はマズかった、雨の降り始め、モアんとした空気、息をす
るのも重い、正に湿度100のような…。と思ったら空間放射線量も急上昇！今日は間違
いなくトリチウムを呑み込んだ、雨の降り始めの空気は絶対危険

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6月17日 
@dakujem @buick54aki 怖ろしい量の海水が

水蒸気になって、日本全国の湿度上げてます。

事故以前の同じ日のデータ平均より上乗せされた

パーセントは、福島からの水蒸気＝トリチウムだと考えていい。 
https://twitter.com/k2cyan/status/611188986808111104/photo/1

http://ln.is/blog.goo.ne.jp/princ/CRRw0
https://twitter.com/k2cyan/status/611188986808111104/photo/1


Chiba nyan @chiba_nyanko · 6月16日

トリチウム蒸気が充満している中で、いまだに外で遊んでる子がいる。しかも部屋着

のままで・・・。宅配取って九州のお水を買ったりしてるのに。ツイッターやってな

いと湿度が高いことはわからなかった。3月下旬からフクの状況が悪いこともある方の
ツイートがきっかけで知った。

Numata @kd_vegas · 6月14日

小さいころ湿度100%って水の中じゃんって思ってて天気予報で東北の1部では湿
度100%の地域もあり、、とか言ってて東北終わったと思ってた

杉葉山 Sugihayama @Sugihayama · 6月13日

放射性水蒸気噴出…激しくなったのは４月中旬…噴出…開始時期は昨年末…放射性水
蒸気が流れた地域は湿度１００％…中性子発する核種が大量に出て水蒸気に混じるよ
うになったのは４月中旬…
１千万…大量死勃発は６〜７ヶ月後の今年末…
http://grnba.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=15370191&page=5 …

AKIRA @AKIRA23150220 · 6月13日

太平洋沿岸各地で湿度100%。
吸い込めば、直ちに影響が出ます。

2015.06.12_15.27-18.00.Unit1side http://youtu.be/tAQlNB810b0

AKIRA @AKIRA23150220 · 6月13日

本日もF1では中性子核種を含む放射性水蒸気が噴出しています。
関東圏では湿度100%。
2015.06.12_15.27-18.00.Unit1side http://youtu.be/tAQlNB810b0

軽井沢 @karuizawa_twt · 6月12日

0時 現在の軽井沢: 気温16.4℃ 湿度100% 東北東の風1.1m/s 気圧896.1hPa 降水
量0.0mm/h 路面温度19.3℃/乾燥

http://grnba.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=15370191&page=5
http://youtu.be/tAQlNB810b0
http://youtu.be/tAQlNB810b0


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5月17日

色々あるけど、先ず

トリチウムの水蒸気（水、湿度）やヨウ素131（甲状腺の組織を破壊する放射性希ガス
）

他の微粒子のあゆる放物質の防護対策

しないと、病気になりますよ。 

ジャスミン☆みんな豊かで幸せに @jasmine7aikatwi · 5月4日 
「拡散希望」RT

2015年05月04日1:00の石巻は、やはり湿度100パーセントです。 わずか数滴で120
億Bqのトリチウムだってあるのです。そんなのを朝まで吸い込まされたらお陀仏でし
ょう。 @cmk2wlさん

sparrow @spanest · 5月4日 
"@k2cyan:

モーニングバードの天気図に態々　福島10日連続　東京4日連続　湿度が高いと出して
くれてる。この意味理解しないと。仙台でも東京でも、福島原発からの遺伝子破壊す

るトリチウムの水蒸気吸い込んでいる

ということですね。 "

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5月4日 
@vermidog

エアコンの除湿でいいんです。湿度下げないとトリチウム吸い込んでます。

cmk2wl @cmk2wl · 5月2日

【最重要】千葉県銚子のアメダス

5月2日　18:00から24:00の間、連続して湿度100パーセントが観測されています。
トリチウム水蒸気です。窓を閉めてエアコンを。

Chieko T. 0707 @_rachel · 5月2日 
RT@ST0NES:始まりますね5月から



2015年4月21日@k2cyan

東京の湿度が高かったのは福島からの水蒸気の影響。

その中には遺伝子を破壊するトリチウムが含まれ…関東でもトリチウムを皆吸い込
んだ！今後も続けば生き残れませんね

飛行機雲撲滅委員会 @nochemtrail · 5月4日

天気の検索結果の２番目以降にYahoo!天気が表示されるのですが、なんと５月中旬か
ら湿度表示を無くすと…
トリチウム水蒸気の影響でしょうか…

https://www.youtube.com/watch?v=r2ieFIQ-QUY
MARKAMASIS「JAYPT’AWI」2012 

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
【拡散】kmaibaba311

日本の教科書って本当凄いなぁ…社会科資料が今日届いたんだけど復興の文字ばかり
で原発の文字が一箇所もないの。本当に怖いねこの国の教育って。

https://twitter.com/maibaba311/status/325197211749216256/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前

ちなみに今、進行中の民主党政権による「未必の故意」 日本国民大殺戮は、これか
ら30年の間に 推計5000万人の死亡をもたらすだろう。 これはスターリンや毛沢東の大
殺戮にも匹敵する ナチズムを上回る歴史的大殺戮である　http://amba.to/13eBj2I

War Is Overさんがリツイート 
カズ(放射能避難自給村を作ろう！) @KaZuMaRu0617 · 21時間21時間前 
@aoooooooooo0718 @m_a_yu_

被曝で東北関東を中心に全国的に健康な人が少なくなることを考えたら、経済崩壊

でしょうね。世界中に税金をばら撒いて年金保険料まで流用して経済を膨らまして見

せているアベノバブルは、破綻しかありません。自然に円安になる被曝日本のバブル

https://www.youtube.com/watch?v=r2ieFIQ-QUY
https://twitter.com/maibaba311/status/325197211749216256/photo/1
http://amba.to/13eBj2I


。

https://www.youtube.com/watch?v=8JDsz4UNJrU
Qori　chuyma 　崇高な心　　MARKAMASIS 

https://www.youtube.com/watch?v=TRXtYcG_hxE
花 〜すべての人の心に花を〜 / Yamashita Topo Yohei 

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5月20日 � 日本

ポータブル #トリチウム モニターhttp://www.measureworks.co.jp/tritium_monitor.html
…
ほかにもあるとおもいますが

右手に計測器、左手に湿度計、くちびるにマスク、背中に被曝人生？

そんなモノ持って生活したくないですよね。なんとか汚染源を抑えたいです。

@vermidog @bonchan1

https://www.youtube.com/watch?v=D4z_9_gAl3Y
Libera - Far away　（2006） 

AKIRA @AKIRA23150220 · 4 時間4 時間前

既に現政権は国民を見捨ておのれが如何に生き残るかしか、考えていない。

首都圏道路封鎖も全ては自分達がわれ先に逃げるためだ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 4時間4時間前

ここに至って、もうF1が崩壊しているとか、放射性水蒸気の中性子がどうとか言うつ
もりは無い。

一人一人が自分自身の健康状態と精神状態を分析すれば分かる事だ。

統治体制側が自分達だけの生存を考え始めると、冷たい言い方かもしれないが、いつ

の世も生命力の無い者は淘汰される。

https://www.youtube.com/watch?v=8JDsz4UNJrU
https://www.youtube.com/watch?v=TRXtYcG_hxE
http://www.measureworks.co.jp/tritium_monitor.html
https://www.youtube.com/watch?v=D4z_9_gAl3Y


AKIRA @AKIRA23150220 · 4時間4時間前 
AKIRAさんがリツイートしました tsuto

これからは、生残りを掛けた戦いが始まる。準備して来た者はあと半年が勝負どころ

と感じているだろう。

全ての執着を捨てて生きる事に集中出来なければ、待っているのは被爆死だ。

https://www.youtube.com/watch?v=AJ8_78_GFJs
libera in concert
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日21:26
低ベクレのペット水のご飯食べて、

情報操作政権打倒！抵抗冒険巨人闘争漫画読んで、寝ます…

…（＾＾；）…
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ8_78_GFJs
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月25日）　バイトは中番。

http://85358.diarynote.jp/201506250848524792/

【拡散希望】へタレ自民党から卑劣な言論弾圧

をされているアイドルグループ「制服向上委

員会」の楽曲「おじいさんと同じ」を1人でも
多くの人たちにシェアしましょう！

2015年6月25日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！
　

おはようございます。０８：２３。

昨日買い込んだ贖罪の…もとい（＾＾；）食材の調理をしていたらちょっと遅
くなってしまいました。（＾＾；）バイトは中番。

ようやく「不安神経症から？笛の音色しか聴けない！」という変な症状が収まり…（＾＾；）

今朝の音楽はこのへんでした…♪（ＣＤは違うけど）。

https://www.youtube.com/watch?v=TspM9eTQXjM
KASSAV Mix Best Of (1982-1989) 

今朝の札幌は北風が戻って、かつ高い雲に覆われているので、気温も湿度も線量も低いです…外
気温１６℃。…夏至を過ぎたのに…
…（－－；）…

やはり冷夏になりそうです。そして空気のベクレがいったん収まっても、いつまた再発するか予

断をゆるさないうえに…

水道水の、金属異臭が、凄まじいです…

…（ＴＴ；）…（前項参照）。

「今夏の湿度１００％を生き延びられるか？」が…

http://85358.diarynote.jp/201506250848524792/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://diarynote.jp/items/music-jp/B005HDR9EA/
https://www.youtube.com/watch?v=TspM9eTQXjM


ひとつの、明確な、ターニングポイント。だろうと思います…

（逃げろよ…！）

（しかしながら、オモシロイ時代ではある…まさか、反戦と脱原発の集会以外ではまったく知ら
れていない、マイナー路線まっしぐらだった制服向上委員会の名が、一般メディアを騒がそう

とは…しかも「自民党批判の罪」で迫害された。と、堂々と…！）
http://diarynote.jp/items/music-jp/B005HDR9EA/

制服向上委員会さんがリツイート 
Kero_chan @Kero_chan1 · 9時間9時間前

制服向上委員会には、安倍政権からの圧力にめげずに、ずっと歌い続けてほしいです

。

2015 4 25　日比谷野外音楽堂　＝制服向上委員会LIVE＝ NO NUKES NO WAR LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=A3E4WNYCJnY …
#制服向上委員会

制服向上委員会さんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 10時間10時間前 
【拡散希望】

へタレ自民党から卑劣な言論弾圧をされているアイドルグループ「制服向上委員会」

の楽曲「おじいさんと同じ」を1人でも多くの人たちにシェアしましょう！→
https://www.youtube.com/watch?v=ShUuMyvCisc …

拡だい鏡－原発と安倍政権反対 @kakudaikyoo · 9時間9時間前 
拡だい鏡－原発と安倍政権反対さんがリツイートしました きっこ
@kikko_no_blog

こんな立派な女の子たちを弾圧する自民党。選挙権が18歳になっても、自民批判をす
る若者は弾圧するんだろうな。

54件のリツイート 
朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 11時間11時間前

制服向上委員会が自民批判の歌、後援取り消し　大和市 http://t.asahi.com/hyo5

https://www.youtube.com/watch?v=A3E4WNYCJnY
https://www.youtube.com/watch?v=ShUuMyvCisc
http://t.asahi.com/hyo5


北濱幹也 @kitahamamikiya · 60分60分前

今話題の！　素晴らしい！

■制服向上委員会

【ダッ！ダッ！脱・原発の歌】

■ご覧お聴き下さいませ→

https://www.youtube.com/watch?v=ly_i8f-j0xU …

■後援を取り消した大和市の市会議員は誰だ！ 
二度と当選させない！ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/613838450731528192/photo/1

はちごろう @osasa856 · 1時間1時間前

それにしても、制服向上委員会のニュースを取り上げること自体、ＭＸは自由だなぁ

って思うわｗ #クロス

きっこ @kikko_no_blog · 10時間10時間前

「国民は東電のドレイじゃない！／制服向上委員会」→

https://www.youtube.com/watch?v=J_OrDPdceNM …
国民は東電のドレイじゃない！／制服向上委員会 
制服向上委員会「国民は東電のドレイじゃない！」 オフィシャルHP→http://www.idol-
japan-records.net/ski/index.html twitter→https://twitter.com/ski_official

なつかもとや @natsukamotoya · 22時間22時間前

世間的にまったく知名度がなかったアイドルグループ制服向上委員会がサヨクが嫌い

な産経新聞の記事のおかげでトレンドに入るほどに一気に広まったのはなんたる皮肉

かｗ

きっこ @kikko_no_blog · 22時間22時間前

【今日の言論弾圧】「護憲団体が13日に神奈川県大和市で開催したイベントで、アイ
ドルグループの制服向上委員会が自民党を批判する歌を歌ったことを理由に自民市議

https://www.youtube.com/watch?v=ly_i8f-j0xU
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/613838450731528192/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=J_OrDPdceNM
http://www.idol-japan-records.net/ski/index.html
https://twitter.com/ski_official


から抗議を受けた大和市はこのイベントの後援を事後に取り消す方向で検討に入

った」→ http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/kanaloco-20150624-
104599/1.htm …

みずばしょう @mizubasyo · 22時間22時間前

反戦＆反核訴えるアイドルグループが安倍政権に「ＮＯ」4月28日東スポWeb
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150428-00000010-tospoweb-ent …
制服向上委員会 @ski_official ですか。 
https://twitter.com/mizubasyo/status/613518001975889922/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=ly_i8f-j0xU
ダッ！ダッ！脱・原発の歌／制服向上委員会【PV】 

https://www.youtube.com/watch?v=z34Znx2FzG0
【進撃の巨人 Attack on Titan】自由の翼 Jiyuu no Tsubasa【 ピアノ Piano 】
 

http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/kanaloco-20150624-104599/1.htm
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150428-00000010-tospoweb-ent
https://twitter.com/mizubasyo/status/613518001975889922/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ly_i8f-j0xU
https://www.youtube.com/watch?v=z34Znx2FzG0


（６月25日）

http://85358.diarynote.jp/201506250908241007/

「実は、癌が見つかりまして、抗がん剤をのんでいます。」とい

う会話／生きようとする意志・・・ただそれだけが、未来を決

める。

2015年6月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?v=_tp9vow2-O0
【進撃の巨人 / Attack on Titan】紅蓮の弓矢(フル) / Guren no Yumiya (full)【 ピアノ Piano 】

地震マップ @eq_map · 28 分28 分前 
【M3.3】国後島近海 深さ148.9km 2015/06/25 08:15:19
(G)http://j.mp/1Kdz3lp (アニメ)http://j.mp/1Kdz3lm

地震マップ @eq_map · 37分37分前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ65.5km 2015/06/25 08:08:30 http://j.mp/1IeJByZ

火山たん @volcano_tan · 39 分39 分前 
火山ガスの中に含まれる硫黄は、噴気孔の近くに結晶として存在することがあるん

だよ。その周囲があまりにも高温だと溶けて溶融硫黄の沼を作ったりするんだよ。

http://85358.diarynote.jp/201506250908241007/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506250908241007/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150625/85358_201506250908241007_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150625/85358_201506250908241007_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150625/85358_201506250908241007_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_tp9vow2-O0
http://j.mp/1Kdz3lp
http://j.mp/1Kdz3lm
http://j.mp/1IeJByZ


1923年の十勝岳ではまさにソレが発生したんだよ。また、火口付近の硫黄が自然発火
すると青白く燃えるんだよ。

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 45 分45 分前 
米アラスカ州でM6.2の地震・津波なし(6/25)（レスキューナウニュース） - Yahoo!ニュ
ース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150625-00000004-rescuenow-int …
近隣都市からの方角・距離：

アラスカ州・ウィローの西103km
アラスカ州・アンカレッジの西北西125km

地震マップ @eq_map · 57分57分前 � Alaska, USA 
Updated【M6.2】SOUTHERN ALASKA 104.6km 2015/06/25 07:32:20JST, 2015/06/24
22:32:20UTC
(G)http://j.mp/1J6ospr (USGS)http://j.mp/1LvoLxo

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前

マグロが全滅した葛西臨海水族園、新たなマグロの群れを投入するも２匹が死ぬ！

前回の大量死も原因不明のまま・・・

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6956.html …

八丈島海域から採取の海水

この付近の海はフクイチ放射能によって激しく汚染されている

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前

水道水を飲めなくして、皆がボトル水を買うようになると、いったいどれだけの資源

と化石燃料が使われるのか。おまけにリサイクルはできず、燃やされている。それが

また空気や水を汚す。飲めなくなった水道事業は民間に売却。インフラを負担させら

れた我々はどうなる。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前

室内の窓ガラスに結露する水を集めたら、あっというまにコップ半分ぐらいにはなる

。

当時も今も、トリチウム水蒸気は東日本の環境に存在している。ライブカメラで見ら

れる水蒸気の雰囲気から、状況は悪化していて、大気中濃度は上昇しているだろう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150625-00000004-rescuenow-int
http://j.mp/1J6ospr
http://j.mp/1LvoLxo
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6956.html


甘い考えを捨てないと。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前

2012年の Scientific Reportsで、植物からトリチウムが 167Bq/L 検出されている。
その当時の大気中濃度は 5600Bq/Lと推定されている（大気に含まれる水分が水になっ
た時の水 1L中の濃度で、大気 1Lに含まれるトリチウム濃度ではない）

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前

太陽風が再び強まって2時間が経ちました。現在の速度は700km/秒、磁場強度は10nT
となっていて、強めの高速風程度です。磁場の南北成分は、0nT付近で小さく変化して
います。この様子では、オーロラが大きく強まることはなさそうです。

http://services.swpc.noaa.gov/images/ace-mag-swepam-24-hour.gif …

レスキューナウドットネット編集委員会さんがリツイート 
KTSウェザーセンター　鹿児島テレビ @kts_weather · 10時間10時間前

【速報！鹿児島の月降水量が観測史上最大】　

鹿児島の今月の総雨量が１０５９．５ミリとなり、月降水量としては１８８３年の観

測開始以来最大となりました　◆８・６豪雨のあった年・１９９３年７月に観測され

た１０５４．５ミリを超える記録です　（23:00）

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前

ふくいちライブカメラ…。
今日の映像は立ち上る蒸気に緑色のモヤがいつもより見える。

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前

太陽風の次の乱れがやって来た様です。太陽風の速度は、750km/秒に上昇し、磁場強
度は、10nTを少し超えるくらいに強まっています。強まった磁場は、南北どちらに振
れるでしょうか？ http://services.swpc.noaa.gov/images/ace-mag-swepam-24-hour.gif
… #swnews

http://services.swpc.noaa.gov/images/ace-mag-swepam-24-hour.gif
http://services.swpc.noaa.gov/images/ace-mag-swepam-24-hour.gif


火山たんさんがリツイート 
Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 11時間11時間前

ひゃっはー． http://ow.ly/i/bta9e 
https://twitter.com/tigers_1964/status/613699790979899392/photo/1

火山たん @volcano_tan · 13時間13時間前

大規模な火砕流が発生すると、火山灰や軽石などの火砕物が堆積して火砕流台地とい

う地形が出来るんだよ。ときには高さが100m以上になるコレは、簡単に崩れやすく土
砂崩れを起こしたりする事もあるんだよ。

cmk2wlさんがリツイート 
木下黄太 @KinositaKouta · 21時間21時間前

【桁違いの被害可能性】

5年後　ゴメリ　10万人に11.3件 甲状腺癌確定　
4年後　福島　　10万人に263.1人 甲状腺癌(疑い含み、推定)　
福島は発症確定事例でなく単純比較できないが、癌精査で医療費発生の一定割合は通

常は確定する。それを考えると桁違いの可能盛大。

復活 @sohnandae · 6月23日

フクイチの地下から危険な中性子放射性・殺人水蒸気！米国の独立紙、東京圏３８０

０万人が最終的に避難か

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/d5bdab087a27720f927d9716ea7e503c … 新たな恐怖！
核燃デブリ「地底臨界」危機進行中！ 

cmk2wlさんがリツイート 
木下黄太 @KinositaKouta · 6月22日

橋本病の発症がチェルノブイリ事故後増えているのは、ウクライナでは常識。

「ハシモトビョウ」という言い方を普通にウクライナ女医たちはおこなっている。

cmk2wlさんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 6月17日

http://ow.ly/i/bta9e
https://twitter.com/tigers_1964/status/613699790979899392/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/d5bdab087a27720f927d9716ea7e503c


実は、癌が見つかりまして、抗がん剤をのんでいます。

という会話。毎日、外来で遭遇。

https://www.youtube.com/watch?v=JPY4WfliUAk
進撃の巨人　紅蓮の弓矢【歌詞付き】 

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前

生きようとする意志・・・ただそれだけが、未来を決める。

生きようとする手段を、実行に移す決断が出来るかどうかで運命が決まる。

メーテル 銀河鉄道999

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日10:20
あ、タイトルは、文中からの抜粋ですよ？(^。^;)
（括弧つけるの忘れました！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日10:22
降水確率１０％の札幌でベクレ雨に急襲されてソボ濡れ。

(ToT)
表皮がヤケド状に痛いです。

(;O;),

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日10:24
天気予報「晴れ晴れ詐欺」状態…(∋_∈)

https://www.youtube.com/watch?v=JPY4WfliUAk
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日23:23
cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前

くじけるな。放射能汚染を懸念し恐怖するのは正しい。

周りの雰囲気や意見など理解が足りてないだけ。

自分のハイエストセルフに従って動けばいい。

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


（６月25日）　色々不安材料山積みなので、水と食料の買い込み。

http://85358.diarynote.jp/201506251449301504/

地震注意。(・_・;)　（＋あるふぁ）
2015年6月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

私の体感からするとデカイのが近日中に来ますよ。(・_・;)

他も色々不安材料山積みなので

早急な避難移住が推奨ですが、

せめて水と食料の買い込み。

くらいはしておきましょう…

https://www.youtube.com/watch?v=2yqjrQaMCYo
苗栗縣立國樂團《天山之春》作曲:王範地 / 琵琶:吳政龍 

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 幕別町 
【M2.8】十勝地方 深さ112.5km 2015/06/25 20:58:18
(G)http://j.mp/1LqXnj3 (Y)http://j.mp/1e59DbT

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.9】苫小牧南方沖 深さ120.3km 2015/06/25 20:47:27 http://j.mp/1e58JMz

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日22:50
火山たん @volcano_tan · 33 分33 分前 
【火山紹介】

北海道の中央にある大雪山は、旭岳や白雲岳などの火山群の名前なんだよ。中心部には御鉢平と

http://85358.diarynote.jp/201506251449301504/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506251449301504/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150625/85358_201506251449301504_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2yqjrQaMCYo
http://j.mp/1LqXnj3
http://j.mp/1e59DbT
http://j.mp/1e58JMz
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


いう3万年前の大噴火で形成されたカルデラがあるんだよ。ちなみに、この御鉢平には有毒温泉と
いう火山ガスと共に湧く温泉があるんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日22:50
火山たん @volcano_tan · 3時間3時間前 
【火山紹介】

青森と秋田の県境にある十和田湖は、とても珍しい二重カルデラの火山湖なんだよ。最近では915
年に有史以来で日本最大規模の大噴火を起こしているんだよ。この噴火では火砕流が周囲20kmを
焼き尽くしたと言われているんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日9:57
火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前
【火山紹介】

北海道の東部にある屈斜路湖は、大きさが日本最大の屈斜路カルデラにあるカルデラ湖だよ。

約12万年前の大噴火では、火山灰が札幌あたりまで到達したんだよ。現在はカルデラの中の南東
部にアトサヌプリという火山が出現して活動しているんだよ。

 

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


（６月25日）　髪は抜け落ちて毒素を排出している。／脳障害：高齢者や中年女性に
顕著な記憶障害と理解力の欠如が。／戦争を起こせば核廃棄物を（劣化ウラン弾として
）始末できる。

http://p.booklog.jp/admin/write/3194515

被曝食材の犠牲になる沖縄人／下痢を訴える北海道民／髪は抜け

落ちて毒素を排出している／地球への影響はどうでしょうか。

2015年6月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
おばんです。２２；３１。

 
さすがに笛の音色は聴き飽きまして、

（＾＾；）

今度は撥弦楽器が聴きたくなりました…

https://www.youtube.com/watch?v=lupDFC5gyCE
元女子十二楽坊　マー・ジンジン（馬菁菁）　将軍令 揚琴演奏 

あれ？楊琴（ヤンチン）は「打鍵」楽器なのかな…？？？
https://www.youtube.com/watch?v=fxiMUI7jL_c
茉莉花-----＜蕾蕾楊琴＞ 

…「打弦」楽器でした…☆
https://ja.wikipedia.org/wii/%E6%8F%9A%E7%90%B4

https://www.youtube.com/watch?v=3e_EG-lCGoY
卡農（楊琴版）---選自＜我的野蠻女友＞--蕾蕾揚琴 

neko-aii @neko_aii · 2 分2 分前 
"@tokaiama

ヨウ素被曝は

甲状腺機能低下症（橋本病）と、

逆の機能亢進症（バセドー氏病）の

両方を起こす可能性がある "

http://85358.diarynote.jp/201506252341126861/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=lupDFC5gyCE
https://www.youtube.com/watch?v=fxiMUI7jL_c
https://ja.wikipedia.org/wii/%E6%8F%9A%E7%90%B4
https://www.youtube.com/watch?v=3e_EG-lCGoY


neko-aii @neko_aii · 29分29分前

年間被爆20ミリ超えの場所＞2013/1/10千葉県印西市小倉3.475μSv/h、3μSv/h超の情
報(東京,岩手,宮城など)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/722abaa061a968526f0e9999b81581f9 …

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2013-01-11

静岡市 試験焼却時の降下物(Cs137)
微量測定のスペシャリストの元で再測定、大変な結果に

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/46d257fcda5f9339df04a3ca44435c6b …

静岡で１km2/40万Bq降下の疑い濃厚！
これはもはや小型原発の爆発

War Is Over @kenshimada · 1時間1時間前

好酸球の増加は「被曝影響のシグナル』という都内の医師

「好酸球性胃腸症は、末血の好酸球の値が数十%に上がる事もあり、肺に影が出たり蕁
麻疹様の皮膚炎が続いたりする。

喘息も好酸球が絡む、気管支に浸潤して痰に出る。

奇病が起きるのではなく病気の頻度が増え治療の反応が悪くなっている」

すなっきー @snyacky · 2時間2時間前

食べて応援！殺人幇助企業リスト

http://nueq.exblog.jp/24579535/ 
フクイチ再臨界で二度目の重被曝

食べて応援！

殺人幇助企業リスト

社員食堂の実態

被曝食材の犠牲になる沖縄人

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/722abaa061a968526f0e9999b81581f9
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/46d257fcda5f9339df04a3ca44435c6b
http://nueq.exblog.jp/24579535/


２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：2015/06/25(木) 09:07 ID:XXXXXXXX

髪の毛には重金属やら排出しきれなかった毒素がたまる。

髪は抜け落ちて毒素を排出している。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：2015/06/25(木) 10:31 ID:XXXXXXXX
AMAIMON_007

鷲津小がインフルエンザで学級閉鎖だってさ…＠静岡）

Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前

おれ大阪で配送会社でメール便の仕分けしてるんやけど 茨城とか栃木からの配達物い
っぱいあるんやけど手袋つけずにやってると 手が最近かゆくてしゃあない。長いこと
この仕事してるけどこんなかゆいのん初めて。http://bit.ly/o5Yt5K

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前

主要新聞：大きな問題は、福島の溶融燃料は本当に何処に行ったのか？です。世界の

誰一人知りません(ENENews)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/287.html …

Lightworker @Lightworker19 · 18時間18時間前 
【拡散】tokaiama

腰痛の原因で意外に知られてないのが腎臓疾患です。腎臓が腫脹すると周囲を圧迫し

て腰痛になります。腰をかがめられない回らないが特徴。朝方、腰よりやや上に不快

な痛み。セシウムは血管内皮を被曝させボロボロに。腎臓肝臓がダメージ

neko-aii @neko_aii · 6月24日 
2012-07-19

これから首都圏の友人たちと

関東以北の住民の被曝症状の中で

http://bit.ly/o5Yt5K
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/287.html


最も懸念されるのは脳障害

少なくとも高齢者や中年女性の友人たちに

顕著な記憶障害と理解力の欠如が見られます

１年前とは雲泥の差。中には性格異変も

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ca9a69758454f1b2629af59136f067fb …

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 6月24日 
tomoko isobe（脱被曝に一票）さんがリツイートしました Fibrodysplasia

深刻なのは、事故から今日にいたるまで、人々が半減期の長い放射性核種に汚染され

た食物を食べ続けているという事実…。身体器官はもはや感染症に抵抗できる状態に
はありません。…放射能によるエイズのようなもの…チェルノブイリ・エイズです

neko-aii @neko_aii · 6月24日

世界各地のキセノン１３３測定結果から算出された放出量

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a6a5437bd94441f2b5b8b2f2067f251b …

2011/03/11 15:00に急上昇を始めた。

外部にでている配管(非常用復水器(IC)系の配管)が
格納容器外で破損したと。

Lightworker @Lightworker19 · 6月24日 
【拡散】k2cyan

福島県内なんて、ソ連が事故後3日で避難させた場所ですよ。それより、横浜市にお住
まいなら避難が必要

War Is Overさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 6月22日 
はなゆーさんがリツイートしました 下川孝志

ここにきて、下痢を訴える北海道民が増えているのだが。私の地元でもそうである。

どうも魚介類好きの人にその傾向があるようなのだが→　

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ca9a69758454f1b2629af59136f067fb
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a6a5437bd94441f2b5b8b2f2067f251b


https://www.youtube.com/watch?v=FBzrfCs_YSo
苗栗縣立國樂團《四季-春》作曲:維瓦第/揚琴重奏 

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前

横浜市が放射性物質汚染のため除去した汚染集積物を学校敷地内に埋め戻していたこ

とが判明！ - NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/214122212465291401 ……

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前

イスラエルの戦闘機がイエメンを秘密裏に空爆

戦術核兵器を使っている極めて強い疑い　核以外ありえない爆発

http://www.liveleak.com/view?i=44f_1432746494&comments=1 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前

上川陽子が処刑殺害した神田司は初犯で被害者は一人、共犯者三名で本来は死刑に相

当するような事案でなかった

無理矢理死刑判決を行ったのは、被害者の母親が創価学会に影響力を持つ人物だった

から

上川も創価学会からの圧力で執行された可能性

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150625-00000049-jij-soci …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：06/25 08:47
Entelchen

ドイツARD元アナウンサーのエヴァ・ヘルマン：「アメリカ軍の高官が口にしたとい
う言葉にこういうものがあります：”世界中いたる所で戦争を起こせば核廃棄物をすべ
て（劣化ウラン弾として）始末できる”。これが私たちを待っている未来です

War Is Overさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 14時間14時間前

ソ連は独立国家だったから、IAEAの言いなりになることなく、住民の避難範囲を決定

https://www.youtube.com/watch?v=FBzrfCs_YSo
http://matome.naver.jp/odai/214122212465291401
http://www.liveleak.com/view?i=44f_1432746494&comments=1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150625-00000049-jij-soci


できた。

日本を見てみろよ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前

「もちろん日本でもNHKといったメディアがトップニュース扱いで報道しています
よね？」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17685.html#readmore …

Lightworker @Lightworker19 · 21時間21時間前

米空軍はシリアで空爆する前にＩＳＩＳに逃げろと警報を発しました！

　http://bit.ly/1BE9ukv

https://www.youtube.com/watch?v=Jre2f0ixPnU
Zither
 

http://sun.ap.teacup.com/souun/17685.html#readmore
http://bit.ly/1BE9ukv
https://www.youtube.com/watch?v=Jre2f0ixPnU


（６月26日）　母親が創価学会に影響力を持つ人物だ／創価学会員が、戦争法案に反
対する学会内グループを作ろうと呼びかけている。ぜひぜひ、頑張っていただきたい。

http://85358.diarynote.jp/201506260929064546/

【再掲】 横浜市にお住まいなら避難が必要／福島県内なんて、ソ
連が事故後3日で避難させた場所ですよ。

2015年6月26日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

遅めようございます。０９：０９。

昨日の夜中の作業分、

大事な話は独立させておきましょうか…

https://www.youtube.com/watch?v=_vsdhK74bXU
Cimbalo Húngaro en la Plaza del Sol 

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前

横浜市が放射性物質汚染のため除去した汚染集積物を学校敷地内に埋め戻していたこ

とが判明！ - NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/214122212465291401 ……

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前

イスラエルの戦闘機がイエメンを秘密裏に空爆

戦術核兵器を使っている極めて強い疑い　核以外ありえない爆発

http://www.liveleak.com/view?i=44f_1432746494&comments=1 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前

上川陽子が処刑殺害した神田司は初犯で被害者は一人、共犯者三名で本来は死刑に相

当するような事案でなかった

無理矢理死刑判決を行ったのは、被害者の母親が創価学会に影響力を持つ人物だった

から

上川も創価学会からの圧力で執行された可能性

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150625-00000049-jij-soci …

http://85358.diarynote.jp/201506260929064546/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201506260929064546/
https://www.youtube.com/watch?v=_vsdhK74bXU
http://matome.naver.jp/odai/214122212465291401
http://www.liveleak.com/view?i=44f_1432746494&comments=1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150625-00000049-jij-soci


２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：06/25 08:47
Entelchen

ドイツARD元アナウンサーのエヴァ・ヘルマン：「アメリカ軍の高官が口にしたとい
う言葉にこういうものがあります：”世界中いたる所で戦争を起こせば核廃棄物をすべ
て（劣化ウラン弾として）始末できる”。これが私たちを待っている未来です

War Is Overさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 14時間14時間前

ソ連は独立国家だったから、IAEAの言いなりになることなく、住民の避難範囲を決定
できた。

日本を見てみろよ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前

「もちろん日本でもNHKといったメディアがトップニュース扱いで報道しています
よね？」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17685.html#readmore …

Lightworker @Lightworker19 · 21時間21時間前

米空軍はシリアで空爆する前にＩＳＩＳに逃げろと警報を発しました！

　http://bit.ly/1BE9ukv

Lightworker @Lightworker19 · 6月24日 
【拡散】k2cyan

福島県内なんて、ソ連が事故後3日で避難させた場所ですよ。それより、横浜市にお住
まいなら避難が必要

https://www.youtube.com/watch?v=EJt0SlEaQ1Q
Musica Hungara en Plaza Sol Madrid - Cimbalo y Chelo
 

http://sun.ap.teacup.com/souun/17685.html#readmore
http://bit.ly/1BE9ukv
https://www.youtube.com/watch?v=EJt0SlEaQ1Q


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日10:50
War Is Overさんがリツイート 
msyun @zzsuzumebatizz · 12時間12時間前
 
北京五輪が６回もできるじゃんか。中国人の方がずっとまともって事じゃないか。よく中国人を

けなせるよな。ロンドン五輪も４回もできるじゃんか。２０００億円何に使うんだ？みんなで着

服してどんちゃん騒ぎ、酒池肉林？東京不倫ピック？

@masafumi_yoshi @zodiac0088

War Is Overさんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi · 6月24日
 
創価学会員が、戦争法案に反対する学会内グループを作ろうと呼びかけている。ぜひぜひ、頑張

っていただきたいものだと思う。日蓮宗から日蓮正宗が出て、その門徒集団から創価学会が生ま

れたのだから、学会が変質した今、分派が誕生してもおかしくない。

https://www.facebook.com/groups/kenpo9/permalink/590462604429137/ …

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


（６月26日）　今日はバイト休みです。／体の中に入った放射能の量が多いほど、脳
の破壊がすすみ、やがて、脳の機能が失われていきます。／今後「子どもの癌が急増す
るから」海外の投資家向けの雑誌で日本の製薬会

http://85358.diarynote.jp/201506261110261515/

子どもに脳腫瘍／子どもの癌が急増するから製薬会社を「買い

推奨」／白血病 が生じる水／湿度１００％が何時間も続くという
未曽有のデータから分かること。

2015年6月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=fllWNGDWhI4
【中野振一郎氏演奏】１８世紀フランスのチェンバロ / Blanchet Harpsichord 

さて。（＾＾；）

今日はバイト休みです。予定は「終日在宅」。

まずは、今日の分の情報チェックから…

https://www.youtube.com/watch?v=qTlbfD5Ts-s
ドメニコ・スカルラッティ : チェンバロのためのソナタ集 (Domenico Scarlatti : Keyboard
Sonatas)

まっつぅー @matunonnn2669 · 2分2分前
 
合志市なんやねん湿度100%て… 
https://twitter.com/matunonnn2669/status/614241620498644996/photo/1
 

特務機関NERV @UN_NERV · 23分23分前 
【山口県 椹野川水系仁保川はん濫警戒情報 2015年06月26日 09:36】
仁保川の御堀橋水位観測所（山口市）では、26日12時00分頃に、はん濫危険水位（レ
ベル４）に達する見込みです。（続く）

 

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前
 
体の中に入った放射能の量が多いほど、脳の破壊がすすみ、やがて、脳の機能が失わ

れていきます。脳のもっと も外側が破壊されると知的な作業ができなくなったり、記
憶力が低下します。http://bit.ly/12YuqH4
 

Hiroyuki Haraguchi @gucci1952 · 3時間3時間前 � 福岡県 北九州市 小倉北区 
Ooh!Hah!!Yoh!!!
 
2015.6.26。北九州市小倉北区の天気予報／雨のち曇り。気温23℃〜26℃。降水確
率am80%→pm90%、日出5:07、日入19:31。今は、雨。気温23℃。体感23℃。湿
度100%。
 

War Is Over @kenshimada · 3時間3時間前
 
トリチウムが水や水蒸気の形で 人体に入ると99%吸収される。 飲料水として大量に摂
取すると生体内反応に失調をきたし、体重に対し30%を越えると死に至る。
そして「動物実験で特に造血組織を中心に障害（白血病等） が生じる。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11105855326 …
 

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 3 時間3 時間前 
26日6:20現在、鹿児島県の種子島・中種子などで48時間雨量が300㎜を超え、土砂災害
の危険性が高まっています。

【48時間雨量】
種子島　373.0mm＜6月1位＞
中種子　364.5mm＜6月1位＞
佐多　　286.0mm
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/prerct00.html …

 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前
 
心臓の痛み、動悸（バクバク、ドキドキ）を訴える人が急増中

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/298.html …
 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【九州南部・奄美地方 気象情報 2015年06月26日 05:12】
九州南部では、鹿屋市吉ヶ別府で６月の総降水量が１５００ミリを超えるなど、多く

の地点で１０００ミリを超えています。これまでの大雨で地盤が非常に緩んでいる

ため、引き続き土砂災害に警戒してください。

 
nakanishi＠八割れ猫 @_kazumasa_ · 5時間5時間前
 
＜追加マグロ死亡＞ストロンチウム→腎不全→高血圧→心不全

 
1954年、米国水爆実験。被曝マグロは廃棄され漁師達は病に倒れた。その後、200万ド
ルと引き換えに全ての魚が日本の食卓に上った

https://liveinhope0727.wordpress.com/2013/12/09/1954%E5%B9%B4%E3%80%81%E5%8D%97%E3%81%AE%E5%B3%B6%E3%81%A7%E6%B0%B4%E7%88%86%E5%AE%9F%E9%A8%93%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%82%E8%A2%AB%E3%81%B0%E3%81%8F%E3%83%9E%E3%82%B0/
…

 
War Is Overさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 11時間11時間前
 
知らなきゃ飲まされる行政下で生きてるのだ！RT @k_reichan: 楢葉町の水源は木戸ダ
ムいわき市の仮設住宅から自宅に通う人たちが楢葉町の水を飲まない理由 #報ステ
 

War Is Overさんがリツイート 
Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox · 13時間13時間前
 
福島第一の空気中の粒子は、２６日（金）の明け方から日本海を大きく迂回して、２

７日（土）に西日本へ達する。

 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 18 時間18 時間前 
名無し：06/19 13:15
aoten49003
 
愛知県に住む私の親類が悪性リンパ腫で死亡。にぎり寿司が大好物で、スーパーで半

額に値引された寿司を毎日のように食べていた。岐阜県の親類も大量出血して死亡し

ているのを発見された。２人とも風邪すらひかない健康体だった。…
 

めかぞらる通知 1st @ZOLARU_NOTICE · 19時間19時間前 � 福岡県 福岡市 博多区 
@htfoi Fukuoka-shiの気象情報
 
20.966℃ moderate rain
予想最低/最高: 20.966/20.966℃
湿度 100%
空覆われ率 92%
気圧 1005.46hPa
風速 2.66m/s
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日昇 05:09 / 日没 19:32
 

meglalala @kissmeyummy · 6月25日 
【追記】

トリチウムは水として多量に飲むと体内にくまなく分布し、ベータ線（電子線）被ば

くさせながら、ひと月ほどで水として排泄されます。雨霧をいったん肺に吸い込むと

、トリチウムから発せられたベータ線（電子）はもう外に出て来ません。（後略

）http://megsinginglalala.blogspot.com/2015/06/blog-post_21.html?spref=tw …
 

amaちゃんだ @tokaiamada · 6月24日
 
福島第一原発トリチウム１万兆ベクレル—捨てって大丈夫？—

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1477.html …
 

neko-aii @neko_aii · 6月24日
 
(2015/05/09飯山一郎)より
＊地下で沸騰する核燃料に触れた水蒸気

 
核燃料は再臨界を繰返し

ついに地下水脈に触れ、大量の水蒸気が発生

 
この水蒸気が仙台・首都圏を襲い

一昨日は名古屋近辺まで飛んでいった

 
湿度１００％が何時間も続くという

未曽有のデータから分かること

 

軽井沢 @karuizawa_twt · 6月23日
 
7時 現在の軽井沢: 気温12.8℃ 湿度100% 西北西の風1.7m/s 気圧900.5hPa 降水
量0.0mm/h 日照0分/h
 

amaちゃんだ @tokaiamada · 6月21日 
@junko_in_sappro もう太平洋岸の魚と回遊魚はダメですね
 
辛うじて、利尻方面や山陰、富山湾あたりの魚なら大丈夫かもしれないが、これも時

間の問題でストロンチウム汚染、生物濃縮が進むでしょう

死んで火葬した骨を測定するしかない

恐ろしい結果が出るはずです

 

War Is Overさんがリツイート 
愛とは @mosainn_shi · 6月12日
 
ぶっ倒れてる子連れの女がいて「おいおいこの国は愉快な国だなあ」って見てたらど

うも様子が違って子供に話聞いたら突然倒れて頭打ったって言うから急いで救急車呼

んだ

https://www.youtube.com/watch?v=0a-Z4EJ9U-Q
BACH Invention No.6　（ハープシコードの音色） 

https://www.youtube.com/watch?v=B1FS9V-3Av8&spfreload=10
ヘンデル：ハープシコード組曲 第2番 HWV437 第4曲 サラバンド 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前
 
1951〜1963年アメリカのネバダで核実験
その影響でユタ州では多くの人間がガンで亡くなった

 
爆心地から２００キロ、福島から東京くらいの距離

行われた核実験は１００発だが

 
この時の放射性物質は福島で放出した量より遥かに少ない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/abe909b19a16ae2c21694a1937c14699 …

 
Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前
 
【白斑＝被曝症状】カネボウは被曝隠しのスケープゴートにされた可能性が濃厚

　http://amba.to/15siGP7

 
neko-aii @neko_aii · 11 時間11 時間前 
"@2012wat
 
海外の投資家向けの雑誌で

日本の一部の製薬会社を

「買い推奨」してるのを知ってますか。

 
理由は、

今後子どもの癌が急増するだろうから

「先行投資」なのだそうです。"
 

War Is Overさんがリツイート 
ら・ら・る LALARU @LALARUoooLALARU · 6月25日
 
相馬の養護学校を

南相馬に移転て…知的障害が増えてるんだって…
RT
相馬養護、南相馬に移転　県教委方針 | 県内ニュース | 福島民報
http://www.minpo.jp/news/detail/2015062523634 … @FKSminpoさんから
 
 
War Is Overさんがリツイート 
DEN（でん） @den_rotten · 5月30日 
DEN（でん）さんがリツイートしました Theresia_Gebets
 
チェルノブイリの終息作業にあたった軍人が、軍帽をせがむわが子にあげ、それを

かぶっていた子どもに脳腫瘍ができた、という話を思いだした。確か「チェルノブイ

リの祈り」という本だったと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=0kGz8y1IMNA
バッハ　バイオリンとハープシコードの為のソナタ第4番第1楽章 

War Is Overさんがリツイート 
KAKAPO�endangered 178 @kakapo · 11時間11時間前
 
#パレスチナの惨状 を知ることは
#イスラエルの戦争犯罪 を知ること
 
#安倍政権 のシオニストとの #共犯関係 を知ること◢

via @MEastQuagmire
 
イスラエル軍の #国際法違反の白リン弾で、炭化した #ガザ少年の体 
https://twitter.com/178kakapo/status/614083905713344513/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=BVf-fSEgwZ0
バラのアルバムとバッハのハープシコード協奏曲第７番

 

War Is Overさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 5月26日

すげぇ〜なーーー！アメリカ

　そこ迄して、戦争商売続ける？！

#一から百まで全て噓
#安倍の噓など小ちゃい小ちゃい

http://megsinginglalala.blogspot.com/2015/06/blog-post_21.html?spref=tw
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1477.html
https://www.youtube.com/watch?v=0a-Z4EJ9U-Q
https://www.youtube.com/watch?v=B1FS9V-3Av8&spfreload=10
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http://amba.to/15siGP7
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https://www.youtube.com/watch?v=0kGz8y1IMNA
https://twitter.com/178kakapo/status/614083905713344513/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=BVf-fSEgwZ0


@_kazumasa_米国報道のワナ「ISIS、シリアの5割を掌握！」
ISISが掌握している大部分は無人の砂漠。
https://twitter.com/_kazumasa_/status/603169650088673280/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
藤原直哉 @naoyafujiwara · 6月24日

実は産経新聞の売り上げは落ち、フジテレビの視聴率も大きく下がっている。なぜ日

本テレビがアンチ安倍に転じているかと言えば視聴率が高くなるから。そうしないと

スポンサーが集まらないそうである。

http://www.sankei.com

https://www.youtube.com/watch?v=EVn36_QxeCk
アンサンブル室町『源氏物語』：笙とハープシコードのための『ミラージュ』 

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M5.0】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km 2015/06/26 07:57:15
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1GARZ6y (USGS)http://j.mp/1FDBvJY

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
Updated【M6.0】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km 2015/06/26
03:45:57 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1BPPO3u (USGS)http://j.mp/1Lsj6Y2

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.0】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km 2015/06/26 04:18:05
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ly0lTL (USGS)http://j.mp/1LsnPbW

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.1】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km 2015/06/26 04:13:56
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Kfhqli (USGS)http://j.mp/1Lsmr9s

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.8】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km 2015/06/26 03:45:58
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1GuqzQD (USGS)http://j.mp/1Lsj6Y2

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � Vanuatu 
【M5.1】VANUATU 48.6km 2015/06/26 01:20:24JST, 2015/06/25 16:20:24UTC
(G)http://j.mp/1J7Vc1k (USGS)http://j.mp/1JlPmfU

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.1】D’ENTRECASTEAUX ISLANDS REGION 31.4km 2015/06/26 00:41:20
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1eJgWa8 (USGS)http://j.mp/1eJgTLt

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.2】NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 29.2km 2015/06/26
00:01:07 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1SNpcnY (USGS)http://j.mp/1SNpew0

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.4】KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA 64.9km 2015/06/25
22:44:13 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1J7D5ZA (USGS)http://j.mp/1J7D5bS

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.3】TONGA 10.0km 2015/06/25 21:59:01JST, 2015/06/25 12:59:01UTC
(G)http://j.mp/1SN5OHH (USGS)http://j.mp/1J7zDOv

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � San Andrés Cabecera Nueva, Oaxaca 
【M5.0】OAXACA, MEXICO 52.7km 2015/06/25 19:31:55JST, 2015/06/25
10:31:55UTC
(G)http://j.mp/1SMK5Q1 (USGS)http://j.mp/1e53ufK

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � Panama 
【M5.1】PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION 10.0km 2015/06/25 11:53:13
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1HiDSrl (USGS)http://j.mp/1NcTHjc

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M4.5】OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 10.4km 2015/06/25 11:45:06JST, 2015/06/25
02:45:06UTC
(G)http://j.mp/1Kbe8Of (USGS)http://j.mp/1NcRSD8

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M4.6】RED SEA 10.4km 2015/06/25 10:21:24JST, 2015/06/25 01:21:24UTC
(G)http://j.mp/1fCWgRk (USGS)http://j.mp/1GJ32xJ

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 � Panama 
【M4.6】PANAMA-COLOMBIA BORDER REGION 10.0km 2015/06/25 09:13:28
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1J6G58w (USGS)http://j.mp/1NcB6Uw 

地震マップ @eq_map · 6月25日 
【M4.4】RED SEA 10.0km 2015/06/25 06:05:25JST, 2015/06/24 21:05:25UTC
(G)http://j.mp/1Hf88Fb (USGS)http://j.mp/1J6CDdU

地震マップ @eq_map · 6月25日 � Coquimbo, Chile 
【M4.5】COQUIMBO, CHILE 56.3km 2015/06/25 07:18:22JST, 2015/06/24
22:18:22UTC
(G)http://j.mp/1LCOAs9 (USGS)http://j.mp/1LCOAsc

地震マップ @eq_map · 6月24日 � Alaska, USA 
Updated【M6.2】SOUTHERN ALASKA 104.6km 2015/06/25 07:32:20JST, 2015/06/24
22:32:20UTC
(G)http://j.mp/1J6ospr (USGS)http://j.mp/1LvoLxo

https://www.youtube.com/watch?v=IZP-wQyyYcg
BACH:ハープシコード協奏曲第5番第2楽章 ラルゴ

https://www.youtube.com/watch?v=C-jQtS1bn-c
幻想曲とフーガ ト短調 BWV 542　J.S.BACH 

https://www.youtube.com/watch?v=5i_UZgN-OPY
Karl Richter - Fantasia & Fugue In G Minor - BWV 542
 

https://twitter.com/_kazumasa_/status/603169650088673280/photo/1
http://www.sankei.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EVn36_QxeCk
http://j.mp/1GARZ6y
http://j.mp/1FDBvJY
http://j.mp/1BPPO3u
http://j.mp/1Lsj6Y2
http://j.mp/1Ly0lTL
http://j.mp/1LsnPbW
http://j.mp/1Kfhqli
http://j.mp/1Lsmr9s
http://j.mp/1GuqzQD
http://j.mp/1Lsj6Y2
http://j.mp/1J7Vc1k
http://j.mp/1JlPmfU
http://j.mp/1eJgWa8
http://j.mp/1eJgTLt
http://j.mp/1SNpcnY
http://j.mp/1SNpew0
http://j.mp/1J7D5ZA
http://j.mp/1J7D5bS
http://j.mp/1SN5OHH
http://j.mp/1J7zDOv
http://j.mp/1SMK5Q1
http://j.mp/1e53ufK
http://j.mp/1HiDSrl
http://j.mp/1NcTHjc
http://j.mp/1Kbe8Of
http://j.mp/1NcRSD8
http://j.mp/1fCWgRk
http://j.mp/1GJ32xJ
http://j.mp/1J6G58w
http://j.mp/1NcB6Uw
http://j.mp/1Hf88Fb
http://j.mp/1J6CDdU
http://j.mp/1LCOAs9
http://j.mp/1LCOAsc
http://j.mp/1J6ospr
http://j.mp/1LvoLxo
https://www.youtube.com/watch?v=IZP-wQyyYcg
https://www.youtube.com/watch?v=C-jQtS1bn-c
https://www.youtube.com/watch?v=5i_UZgN-OPY


（６月26日）　民主主義を機能させるためにはカネと情報を庶民へ流す必要があるが
、支配層はそれを阻止する 。

http://85358.diarynote.jp/201506262017296551/

「彼らは取り残され死滅する運命なのだ。」

2015年6月26日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (2)
　

　

ちょっと貼り合わせてみましょうか…ｗ
　

https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw
進撃の巨人 自由の翼 

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前

時代は大きく変化しようとしている

フクイチ事故による凄まじい被害、膨大な死者を目撃させられた日本人には猛烈な価

値観の変革を迫られる

保守右翼は真実に触れることを拒否し、対策を考えることさえできない

必要な新しい価値観を理解することさえできない

彼らは取り残され死滅する運命なのだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前

自分で作りだした価値観の座布団に居座っていたい

自分に都合の悪い情報を拒絶する

これが安倍一派はじめ保守右翼に共通する本質である

彼らは正しい情報に接しても理解する能力すらない

彼らは時代に取り残されても大昔の価値観にしがみついて時代の変化に必要な価値観

を見いだすことができない

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前

「極右、ネトウヨが恐るるに足らず」

http://85358.diarynote.jp/201506262017296551/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://85358.diarynote.jp/201506262017296551/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063951413/
https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw


安倍晋三を見ていれば分かるように、彼らは自分の勝手な妄想の世界に閉じこもって

いて一歩も前進せず変化したくない

文字通りの保守であって、自分の価値観に石を投ずるような情報に接したくない

自分に都合の良い情報しか見えない

情報を理解する能力がない

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前

人は上から抑圧を受けても、その鬱憤を下に向けて晴らすことで心のバランスを取る

のだ

これが差別社会を支える本当のメカニズムである

世の中自分より下がいなくて、特権階級だけが君臨してれば話は早い

もう敵は特権階級だけなのだ

何が社会の問題なのか？

誰の目にも鮮明に見える

潰すべき相手

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前

安倍晋三ら極右は大きな勘違いをしている

世の中から中間層を排除しようとしている

実は体制を本当に支えてきたのは中間層なのだ

江戸時代の士農工商だって、上から搾取されてひどい目に遭っているのに「自分より

下がいる」と安心して差別体制を容認した

その「自分より下」がいなくなってしまった

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

 

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前

企業社畜になってしまうと、守るべき個人としての道徳や人間性が所属企業の利権に

すり替わってしまう

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo


会社のためなら何をやっても許される

それが人生の正義であると勘違いしてしまう

こうなると何が起きるのか？

退職後でも勘違いしたまま周囲に接して利権のために他人を利用するだけの人間にな

る

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前

「企業社畜」というのは、巨大から零細に至るまで、すべての仕事で、企業の利権に

奉仕することだけが正しい人生と勘違いした人々のことだ

例えば、日向市でニッケルスラグを投棄して住民が困っても、必ず会社の側に立って

住民を攻撃する社畜のことだ

人間性を見失った組織の飼犬の人生のことだ

https://www.youtube.com/watch?v=TUY88guuc-w
【替え歌】 紅蓮の弓矢/無念の非リア(FULLver) 【歌ってみた】 

…その才能を　ｗ（＾◆＾；）ｗ　他のことに使え…★

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
紅蓮の弓矢 歌詞付き 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日20:20
Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
【拡散】onodekita
電気が足りないと弱者が死ぬなどと心にもないことを言っておいて、こんどは原発を動かさない

と電力会社がつぶれるだって。

https://www.youtube.com/watch?v=TUY88guuc-w
https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月27日8:54
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前

民主主義を機能させるためにはカネと情報を庶民へ流す必要があるが、支配層はそれを阻止する 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201506260000/ …

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


（６月26日）　【死せる水】　恐怖の正体とは？

http://85358.diarynote.jp/201506262038307017/

２号機の燃料、地下800ｍ到達／湿度１００％
になってる名古屋／発病するのは10万人あたり6
万人／キノコ鍋を食べるとお迎えが早くなる。

2015年6月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=UoNb3_6TvqU
The Chanter’s song (Celtic Harp Clarsach) 
　

あらためまして？こんばんわ？

いつの間にか１９：３１です。

（＾＾；）

かろうじて手抜き掃除だけはしました…☆

https://www.youtube.com/watch?v=v_H0sJljEbA
The Chanters Song - Scottish Wire Strung Harp - Clàrsach - Isle of Skye 

neko-aii @neko_aii · 22 秒22 秒前 
2015-06-23
私の個人的な友人

知人の関係者から独自の原発事故情報

http://85358.diarynote.jp/201506262038307017/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150626/85358_201506262038307017_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150626/85358_201506262038307017_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150626/85358_201506262038307017_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=UoNb3_6TvqU
https://www.youtube.com/watch?v=v_H0sJljEbA


福島第一原発は、作業できないほど高線量

3号機の燃料、地下500ｍ沈降
2号機の燃料、地下800ｍ到達

関東一円、地下水が放射能汚染

地下汚染水が流れ込み海洋汚染

(高山清洲先生のブログ)より

War Is Over @kenshimada · 7 分7 分前

東日本のキノコは静岡・山梨まで広く放射能汚染。キノコ鍋を食べるとお迎えが早く

なる。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/77916386.html …

わかな @nomu0516 · 25分25分前

明日の天気予報。

湿度100%ってなに、水中なの?? 
https://twitter.com/nomu0516/status/614378963880685568/photo/1

140字で高校受験 @koukoujyuken140 · 2時間2時間前 
理科：露点

”空気中の水蒸気量”と”飽和水蒸気量”が等しくなるときの温度のこと
問題内では”水滴ができはじめる温度”と言われることが多い

湿度＝空気中の水蒸気量÷飽和水蒸気量×100
なので露点では湿度100%
（湿度の計算の分母と分子が等しくなる）

　#高校受験　#理科

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【拡散】Fungirubat

東京ディズニーランドの入り口付近が約0.22〜0.24μSv/h。 チェルノブイリ事故から７
年後の立ち入り禁止区域

http://inventsolitude.sblo.jp/article/77916386.html
https://twitter.com/nomu0516/status/614378963880685568/photo/1


チョコん｡ @PAIN1967 · 3時間3時間前

湿度100%になってる。・゜・(ノД`)・゜・。 
https://twitter.com/PAIN1967/status/614343990083608576/photo/1

高野敦志 @lebleudeciel38 · 3時間3時間前

日本の「存立危機事態」の第一は福島第一原発。安倍首相が「存立危機事態」を口に

したら、「最高責任者なんだから、その後、何回福島に足を運んだか、食品のストロ

ンチウム測定をなぜ行わないのか、なぜ除染した汚染土をビニール袋に保管している

のか。なぜ袋を海岸に放置しているのか」聞いてほしい。

War Is Over @kenshimada · 4時間4時間前  
チェルノブイリ被災者の救援に取り組んでいる分子生物学者・河田氏

「被爆によって増えるのは、ガン、白血病だけではない。それらは1割以下、多いのは
心臓病、糖尿病、血液病、脳血管障害、先天異常、免疫力低下による感染症。チェル

ノブイリの大人では発病するのは10万人あたり6万人。」

井桁幹隆（イゲッチ〜〜） @m_igeta · 4時間4時間前

【死せる水トリチウム】三重水素の恐怖の正体とは？矢ヶ崎克馬教授 http://www.sting-
wl.com/yagasakikatsuma11.html …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 6 時間6 時間前 
名無し：06/26 11:09

呪われた楽天”球場で異例おはらい…故障者続出、神様助けて〜

故障者続出に苦しむ楽天…仙台市にある宮城県護国神社の神職「権禰宜」２人を招き
、グラウンドで神事を執り行う

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150626-00000000-dal-base …

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 6 時間6 時間前

ごめんね 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450299707185573888/photo/1

https://twitter.com/PAIN1967/status/614343990083608576/photo/1
http://www.sting-wl.com/yagasakikatsuma11.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150626-00000000-dal-base
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450299707185573888/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=jR3QlN708lc
The Lyre of Apollo - Ancient Greek Music 

https://www.youtube.com/watch?v=oMzeGDFCTyY
Lyre ’n’ Rhapsody- Αφροδίτη- Έλα μου, από την Κρήτη, λυρική ποίηση, Σαπφώ (7ος αι.π.Χ) 

https://www.youtube.com/watch?v=fC1qNT58w2I
Lyre ’n’ Rhapsody-Spring’s Angel (Poetry by Sappho 7th C.B.C.) 

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前

[記事] 「M7.9の中規模フレアが発生しました。太陽風の乱れは地球にも到来しそう
です。」です。タイトルを忘れていました・・・m(_ _)m #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前

異常な気象現象、地震、火山に注意でしょうね

「宇宙天気：2371黒点群で、再び大きいM7.9フレアが発生。太陽風の乱れは地球
にも、27日夕〜28日。磁気圏の活動が再び激しくなります：http://swnews.jp 」

火山たん @volcano_tan · 6時間6時間前

噴火の前兆として、火山の周りの地磁気の変化が起きることがあるんだよ。これはマ

グマが上昇すると岩盤が熱せられて岩の磁性が無くなるからなんだよ。

T.M. @AnanasTokyo · 8 時間8 時間前

フクイチは火山と同じ。いつ噴火するかわからない。毎日くすぶり続け、毒を撒き散

らし、溶けた人工熔岩が水蒸気爆発するかも知れない。警戒レベル100ぐらい。

マウンテンももこ @mtmoyy · 8時間8時間前 
@k2cyan

皆んな普通に外出してますよね。でも最近の空は晴れていても霞んでいます。トリチ

ウムなのかと思うけど、周りが普通にしていると深刻さが薄らいでしまう、日々蓄積

https://www.youtube.com/watch?v=jR3QlN708lc
https://www.youtube.com/watch?v=oMzeGDFCTyY
https://www.youtube.com/watch?v=fC1qNT58w2I
http://swnews.jp/


ウムなのかと思うけど、周りが普通にしていると深刻さが薄らいでしまう、日々蓄積

されて気づいた時にはどうなるのか、考えたくない気持ちでいる人がほとんどなの

でしょう。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前

25日：福島県いわき市漁協
「福島原発建屋周辺の井戸から地下水をくみ上げ、浄化後に海へ放出するという東電

の計画を容認する方向。認めたくはないが認めざるを得ない状況と説明」

記事全文：http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201506/20150626_63029.html …

まっつぅー @matunonnn2669 · 10時間10時間前

合志市なんやねん湿度100%て… 
https://twitter.com/matunonnn2669/status/614241620498644996/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前

福島原発でまた、異変です。先週から原子炉格納容器の水素濃度が上昇中とのこと

です。もしも、水素濃度が一定以上に増加した場合、爆発する危険性がありますので

、続報に注意しましょう。http://amba.to/KtpLhJ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前

今日9時頃の大湧谷
噴気は、ぜんぜん弱まってない

6月25日16時発表『©気象庁：火山活動は、やや活発な状態で経過。蒸気の勢いは弱
まる。ひずみ計に地殻変動を観測。火山性地震が多い

詳細：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150625160043.html …

kuromaru 84 @guchi · 24時間24時間前

【死せる水トリチウム】三重水素の恐怖の正体とは？→http://www.sting-
wl.com/yagasakikatsuma11.html …

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201506/20150626_63029.html
https://twitter.com/matunonnn2669/status/614241620498644996/photo/1
http://amba.to/KtpLhJ
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150625160043.html
http://www.sting-wl.com/yagasakikatsuma11.html


東電も世界中の原発事業者もトリチウムは放射線エネルギーが小さく問題ないと安全

神話を流布http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305269&g=132107 …

https://www.youtube.com/watch?v=AyxiSE1caPc
African harp - kamale n’goni by shahar kachka 

https://www.youtube.com/watch?v=Ults-y3ZA-g
A Musical Adventure in Time Travel! 

みんな違って、みんないい！♪

https://www.youtube.com/watch?v=xDGLfJdtPI8
ALISA SADIKOVA - The Fountain — Marcel L. Grandjany ( Harp Music) 

https://www.youtube.com/watch?v=rJXaIwl7Z2Q
Alice Sadikova (harp) - John Thomas "Spring" 

検索おまけ♪

https://www.youtube.com/watch?v=cYGIbyBfspY
African Zulu Voices Music
 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305269&g=132107
https://www.youtube.com/watch?v=AyxiSE1caPc
https://www.youtube.com/watch?v=Ults-y3ZA-g
https://www.youtube.com/watch?v=xDGLfJdtPI8
https://www.youtube.com/watch?v=rJXaIwl7Z2Q
https://www.youtube.com/watch?v=cYGIbyBfspY


（６月29日）　（今日は休み！） ／履歴書（エントリーシート）に付けた写真を、企
業はグーグルの画像検索にかける。政治的なデモ集会に参加していたら、隠していても
検索にかかるそうだ。

http://85358.diarynote.jp/201506290623479478/

栃木県塩谷郡４０μSv/h／ヨウ素剤配布はじまる
／避難勧告・避難準備／「福島がアウシュビ

ッツ」／だけど人めっちゃ住んでます。

2015年6月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

はははは…ｗ（＾＾；）ｗ
（前項参照）

 
http://85358.diarynote.jp/200803210333290000/
（旧MIXI日記）『こんな銀英伝はいやだ！』その2。（ーー；）”
2007年6月28日 銀河英雄伝説ごっこ☆ 

https://www.youtube.com/watch?v=NEMqMeNhpGo
超良MAD　Versus　逆襲のシャア 

amaちゃんださんがリツイート 
マーちゃん @konoyooikiru · 53分53分前 
国際宇宙ステーションに補給物資を運ぶスペースＸのロケット「ファルコン9」が6
月28日23時20分（日本時間）、アメリカのケープカナベラル基地から打ち上げられた
ものの、約2分後に爆発して失敗しました。https://youtu.be/efjf37ZPYz4 @YouTubeさ
んから

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
29日 03時 00分　リアルタイムのアメダス。
東電福島原発からの風は、太平洋岸をながれて、関東、東海、中部は風下です。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/615238147392180224/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 

http://85358.diarynote.jp/201506290623479478/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506290623479478/
http://85358.diarynote.jp/200803210333290000/
https://www.youtube.com/watch?v=NEMqMeNhpGo
https://youtu.be/efjf37ZPYz4
https://twitter.com/cmk2wl/status/615238147392180224/photo/1


台湾爆発事故　重傷者２００人超に

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150629-00000005-nnn-int …
澱粉による粉塵爆発　主宰者に化学知識がなかった

火山たん @volcano_tan · 5時間5時間前 
桜島の様子だけれど、けっこう凄いね… 
https://twitter.com/volcano_tan/status/615173096018968576/photo/1

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT600UP】 スマートフォンの磁気がどれだけのものなのか、砂鉄を使って試して
みた。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52186195.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/615135068235808773/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Abby @Abby51576401 · 7時間7時間前 
こんな事までして原発を動かしたいのか。本末転倒だ。人命より原発か。狂気の国。

ヨウ素剤配布始まる　島根県松江市御津地区

http://apital.asahi.com/article/local/2015062800020.html …

War Is Overさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 7時間7時間前 
沖縄のポルシェのちんすこう、福島産のピーナツバターが使われているらしい

　http://matome.naver.jp/odai/2137646284270188401 …　★加工食品と産地★の話題 -
NAVER まとめ

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
友達には、アジアに行く時に「いつ帰ってくるか分かんないよ」という風に言いま

した。みんな「来年には帰ってくるさ」みたいなことを言ってたんですけれど、それ

以来帰っていませんね・・・笑　http://bit.ly/Opm3bm

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
【観光地・高濃度汚染】

栃木県塩谷郡塩谷町 40μSv/h（2011/10/26）
観光に訪れた塩谷郡塩谷町の某ドライブインの雨樋下を計測

観光客は普通に歩いてるし、店員は普通に働いてた

http://www.youtube.com/watch?v=lMXbFXTkjJY …

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150629-00000005-nnn-int
https://twitter.com/volcano_tan/status/615173096018968576/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52186195.html
https://twitter.com/karapaia/status/615135068235808773/photo/1
http://apital.asahi.com/article/local/2015062800020.html
http://matome.naver.jp/odai/2137646284270188401
http://bit.ly/Opm3bm
http://www.youtube.com/watch?v=lMXbFXTkjJY


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
"cladegifan 2014年5月15日
放射線による骨髄抑制であれば

症状は全身に出ます

腸管やら網膜やら、弱い部分から

鼻と同じ様に出血するはず

（確か、渡辺謙の白血病を見つけたのは

眼科医だった記憶。眼底出血に伴う視力障害）

白血球も減少するから感染症も起こす"

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
広域テフラって、大規模な噴火で日本中に数日のうちに積もるんだよ。それだけ短時

間に積もったものだから、例えば九州で見つかったある広域テフラが9万年前のものと
年代が特定されたら、同じ広域テフラの北海道での地層も9万年前に積もったものだ
よね？これを手がかりに地層の年代が分かるんだよ。

火山たんさんがリツイート 
濱ぬこ @hama_nuko · 11時間11時間前 
@HayakawaYukio 山肌を南東方面に下って、中軽井沢一帯に臭気が感じられました。
写真は本日17:00前、国道18号と湯川の交差する橋の上からです。 
https://twitter.com/hama_nuko/status/615084508887408641/photo/1

火山たんさんがリツイート 
萩原佐知子（信州といえども夏は暑いお） @hugujo · 11時間11時間前 
ケムの一部がぷかっと上がってる。青白いのが山肌をつたって下ってる。 
https://twitter.com/hugujo/status/615084956172193792/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
kinokuniyanet @kinokuniyanet · 11時間11時間前 
何か見た。w 
https://twitter.com/kinokuniyanet/status/615091997343256580/photo/1

不正選挙監視団 @rigged_election · 11 時間11 時間前 
東京都民のみなさん「福島がアウシュビッツ」は他人事だと思ってる？　３１１前の

平穏安全な生活が戻ってると勘違いしてる？　真実は違う、あなた方はフクイチの放

https://twitter.com/hama_nuko/status/615084508887408641/photo/1
https://twitter.com/hugujo/status/615084956172193792/photo/1
https://twitter.com/kinokuniyanet/status/615091997343256580/photo/1


射能に強烈に蝕まれマスコミに騙されて放射能を摂取している。 被曝障害は潜伏期間
５年　http://amba.to/14Xt5h0

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前 
【拡散】tokaiama フクイチの汚染水問題は、間違いなく、人類が海産物を食べるライ
フスタイルを廃棄させるものだ　これが、どれほど凄まじい問題なのかまったく理解

できていない　人類が数百年以上、海産物、魚や海草を食べられなくなるのだ　プル

トニウムの場合は20万年の間だ

amaちゃんださんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 13時間13時間前 
司法は腐ってる】最高裁が［原発訴訟］をことごとく敗訴させたから原発が５４基も

できた http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=262907 …

War Is Overさんがリツイート 
柴田一成 @cosmic_jet · 14時間14時間前 
誰か教えてください。先日6月22日の磁気嵐は結構大きかったのですね。AEインデッ
クスで2000nTを超えたとのこと（添付図）。史上最大のAEインデックスはどれくらい
でしょうか？ 
https://twitter.com/cosmic_jet/status/615056269624279040/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 · 16時間16時間前 � 東京都 中央区 
【ピンクと黄色のオーロラが北米ネブラスカ州グランドアイランドで発生】 

宇宙天気ニュース @swnews · 16 時間16 時間前 
[記事] 高速太陽風は終わりつつある様です。2371黒点群は没しようとしています。
http://swnews.jp #swnews

Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前 
【拡散】３号機で異常事態が発生中。2号機3号機の検出限界値は1号機の500倍
　http://bit.ly/16ZquSx

War Is Overさんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 17時間17時間前 
地球の記録: 記録的な熱波が続くアラスカで、現在までに「２９１カ所」で山火事が発
生中 http://119110.seesaa.net/article/421375931.html …

http://amba.to/14Xt5h0
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=262907
https://twitter.com/cosmic_jet/status/615056269624279040/photo/1
http://swnews.jp/
http://bit.ly/16ZquSx
http://119110.seesaa.net/article/421375931.html


Lightworker @Lightworker19 · 18時間18時間前 
２０１１年の夏、軽井沢行って念のため311の時買ったガイガー持って測ったら衝撃的
な数値が出た。軽井沢アウトレットで… 東京も会社のある霞が関はやばかった。西新
宿の高層街も…。早く避難と思ったが母を説得するのに時間がかかった。２０１２年
の春やっと福岡に移転した。被曝しました。

War Is Overさんがリツイート 
Gen Shibayama @gshibayama · 19 時間19 時間前 
消えた日系ブラジル人 NHK http://bit.ly/1ebBVRU 単純労働系の外国労働者にもすでに
見放されつつある日本⇒給与低い＋円安＋キャリアの将来性がない＋経済収縮。上か

ら目線で移民を許容すべきかとか議論してる場合？ 
https://twitter.com/gshibayama/status/614972889817747456/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
KYOKO @on2AQ5hZX1IEGy0 · 20時間20時間前 
@charleycharley7 
以前は遅延が珍しかった首都圏の鉄道ですが、最近は遅延しない日が珍しいです。

また、急病人というワードは他の遅延理由に置き換えられているように思います。

それから気になるのが人身事故の多さです。

毎日のように何処かで起こってます。

cmk2wlさんがリツイート 
自由自在 @dnanoca · 6月26日 
那須塩原コンビニ店内にてスーパーやべぇ空気が流れてきて「おかしいどれだ」と辺

りを見回す。外で入口マットのほこりを吹っ飛ばしていた。まじで死ぬぞ。

War Is Overさんがリツイート 
Grand public @Grap_1 · 6月26日 
@onodekita この人のせいで、宮城の汚染地図は、白（データなし）。
それをみて、「宮城は汚染されていない」と勘違いしている人が相当いるんだろうと

思います。震災後、多くのアーティスト（大物）がライブをやってるし。

War Is Overさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 6月24日 
名無し(関東・甲信越)：2015/06/24(水) 18:09 ID:XXXXXXXX
俺の嫁が看護婦だけど、実態を聞いたけど、マジで有り得ないってか、死ぬ覚悟を決

http://bit.ly/1ebBVRU
https://twitter.com/gshibayama/status/614972889817747456/photo/1


めた

amaちゃんださんがリツイート 
原発は差別の象徴！ @Hiroy_S · 8月14日 
この袋の耐久性は数年。住民は想像しないだけで、実際には恐ろしい事態が起きます

。

RT @taizoh1028 @komatsunotsuma @momosakura0405 千葉県流山市。ホットスポッ
トだけど人めっちゃ住んでます 
https://twitter.com/mpgarza2012/status/454742980704739328/photo/1

ちなみに、はい。

…★（－－；）…★
＞山肌を南東方面に下って、中軽井沢一帯に臭気が感じられました。写真は本日17:00前、国道18
号と湯川の交差する橋の上からです。

＞２０１１年の夏、軽井沢行って念のため311の時買ったガイガー持って測ったら衝撃的な数値が
出た。軽井沢アウトレットで…

参照：http://85358.diarynote.jp/201202290831396467/
＞2012年2月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 
＞　関東から軽井沢へ、

＞「放射能を避けて避難」したはずの私が、

＞　なんで、９カ月で３回も、引っ越し続けるハメに、

＞　陥ってるんでしょうか……（－－＃）……

…いや…（＾＾；）…

「命懸けで」引っ越しといて、良かった…!!☆

https://www.youtube.com/watch?v=bD45pZjmQCE
Voyage To Avalon [Orchestra] 

War Is Overさんがリツイート 
田中龍作 @tanakaryusaku · 8時間8時間前 
　

学生さんの写真を撮る時、「撮っていい？」「ネットに載せていい？」と尋ねる。彼

https://twitter.com/mpgarza2012/status/454742980704739328/photo/1
http://85358.diarynote.jp/201202290831396467/
https://www.youtube.com/watch?v=bD45pZjmQCE


らの就職に差し障りがあってはならないからだ。

学生さんが履歴書（エントリーシート）に付けた写真を、企業はグーグルの画像検索

にかける。政治的なデモ集会に参加していたら、隠していても検索にかかるそうだ。

https://www.youtube.com/watch?v=I1BJzKy8TbE
Avalon - Kenji Kawai - Log In
 
       
 

コメント
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2015年6月29日6:37
カップ麺くらって、もっかい寝ます〜…☆
（今日は休み！）

https://www.youtube.com/watch?v=I1BJzKy8TbE
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月29日）　５〜６月、被曝のダメージで脳機能、特に「時間と日程の自己管理
能力」が壊滅状態。それでもなんとかバイトに遅刻せずいられた。

http://85358.diarynote.jp/201506291233025803/

「生きろ。」…（聞き捨てならない…２☆）。
2015年6月29日 音楽 コメント (2)
　

　

仮眠と溜め込みまくっていた事務処理（＾＾；）

の間はＣＤ聴いておりまして、

仕切り直しでＰＣに戻って参りました、１２：２４です…

体調も精神状態もけして「悪くない」状態に戻ったおかげで

フト気がつきましたが、やはり５月アタマから６月いっぱい、

被曝のダメージで

http://85358.diarynote.jp/201505030904236897/
脳機能がそうとう衰えていたようです。（－－；）

特に、「時間と日程の自己管理能力」が、ほとんど壊滅状態に近かった…
https://www.youtube.com/watch?v=1kgLUodK3kc
HINATA Haruhana - クロノステイシス 
…（〜〜；）…★

それでもなんとか生活を回せていたしバイトに遅刻もせずにいられたのは、生来、というか、何

回「死んでも生きても」基本の性格が「だらしないことは嫌い」（＾＾；）＜なのよ？の、おか

げですね…

で。神だの過保護霊団だのは、やはり私に「生きろ」と言っているようなので…
https://www.youtube.com/watch?v=_-cQJUN-6v0
Alberto De Meis Japan Tour in Mononoke Hime con Yoshikazu Mera 
（＾＾：）

匍匐前進で、身辺整理（？）を、がんばります…☆

http://85358.diarynote.jp/201506291233025803/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201506291233025803/
http://diarynote.jp/items/music-jp/B000058A7J/
http://85358.diarynote.jp/201505030904236897/
https://www.youtube.com/watch?v=1kgLUodK3kc
https://www.youtube.com/watch?v=_-cQJUN-6v0


★今回「卒業」する曲★

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7PahauhFQ
Jewish world supremacy 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGcM_9deqf0
Le Deserteur(脱走兵) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz8bSSAxdik
アリル・アリル／アルパカ　ＰＶ 

https://www.youtube.com/watch?v=rSDYtMYEhME
Fujita Maiko (藤田麻衣子) - Sakura (サクラ) 

https://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE&list=RDIOmFgIxvVzc&index=3
Monster Tubulum: Time to Start FINAL CUT 

https://www.youtube.com/watch?v=L5JYeP4hbEo
田我流【MV】やべ〜勢いですげー盛り上がる 

https://www.youtube.com/watch?v=F1uMXDs53KY
「トカゲのなみだ」 恍多 -kouta- 

https://www.youtube.com/watch?v=igOTp33vR9g
♫ 伊勢正三 レミングの街（ＴＯＫＹＯ　ＳＩＤＥ） 

https://www.youtube.com/watch?v=1ASyySFOA5Q&list=PLDDFB0451425D2260&index=5
山崎まさよし / 僕はここにいる 

https://www.youtube.com/watch?v=szIrbCJ0uZQ
MAHARAJA ~ eurobeat nonstop ~(no sampling) 

https://www.youtube.com/watch?v=suUtJxccoaU
Thomas Bergersen - Femme Fatale 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7PahauhFQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZGcM_9deqf0
https://www.youtube.com/watch?v=Sz8bSSAxdik
https://www.youtube.com/watch?v=rSDYtMYEhME
https://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE&list=RDIOmFgIxvVzc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L5JYeP4hbEo
https://www.youtube.com/watch?v=F1uMXDs53KY
https://www.youtube.com/watch?v=igOTp33vR9g
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☆（ていうかＣＤで聴いたほうが手早いし音質もいいし…ｗ）★

https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
陣内大蔵 - 君を信じてる 

https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY
陣内大蔵 - Blow wind blow , 風よ吹け 

https://www.youtube.com/watch?v=kbUxFKwPm5A
陣内大蔵 - 空よ 

☆今後も「聴き続ける」曲☆

https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
yunyun アルパカらっぱからっぱ えこりん村 

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

https://www.youtube.com/watch?v=TAIxUOnGAws
venceremos 

https://www.youtube.com/watch?v=n5fGRHJ5U7c
小山卓治／大統領様

https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
HINATA Haruhana - ウブリの図書館 

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
光の惑星 - 恍多 kouta 

https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
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https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY
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https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
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https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
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QUIERO CAMBIO - Protesta 

https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
1996 年奧運大會的主題曲-Elders Drinking Song 老人飲酒歌 

https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
HADZA TRIBE 

https://www.youtube.com/watch?v=IOmFgIxvVzc
Super instrument 

https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
Hang Massive - Once Again - 2011 ( hang drum duo ) ( HD ) 

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0
2 Hours of Dark Music

https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参 

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】 

https://www.youtube.com/watch?v=_kASjW_aPbQ
Naughty Boy - Wonder ft. Emeli Sandé 

https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
Let It Go - Behind The Mic Multi-Language Version (from "Frozen") 

https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk
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https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
https://www.youtube.com/watch?v=IOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
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https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0
https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
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Let It Go - Frozen - Alex Boyé (Africanized Tribal Cover) Ft. One Voice Children’s Choir
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2015年6月29日12:34
12時34分

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日15:07
雑資料ファイルの不要「紙様」を一個片付けたので、いったん休憩〜☆
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（６月29日）　ただひたすら、「吸っても死なない空気」を求めて、

http://85358.diarynote.jp/201506291520013928/

【フクイチ】南相馬の線量、上昇中…。
2015年6月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

…「自由を求めて」鬼オヤの家を飛び出して以来、
四半世紀も転戦？した、古巣の関東は、こうだし…

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 千葉県 千葉市 中央区 
【M2.5】千葉県中部 深さ73.9km 2015/06/29 13:49:20
(G)http://j.mp/1C0p8wX (Y)http://j.mp/1RKmygm

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 千葉県 旭市 
【M3.2】銚子付近 深さ52.9km 2015/06/29 12:41:15
(G)http://j.mp/1LPUhTG (アニメ)http://j.mp/1LPUhTE

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 神奈川県 箱根町 
【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M1.3 29日12時07分頃発生 

http://85358.diarynote.jp/201506291520013928/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506291520013928/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150629/85358_201506291520013928_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150629/85358_201506291520013928_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150629/85358_201506291520013928_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
http://j.mp/1C0p8wX
http://j.mp/1RKmygm
http://j.mp/1LPUhTG
http://j.mp/1LPUhTE
http://j.mp/1IbW1Xt
http://j.mp/1eTFIo6


(G)http://j.mp/1IbW1Xt (気象庁)http://j.mp/1eTFIo6

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 茨城県 常陸太田市 
【M2.8】茨城県北部 深さ49.3km 2015/06/29 11:53:08
(G)http://j.mp/1eTF8qh (Y)http://j.mp/1KjpEqO

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 東京都 檜原村 
【M2.6】東京都 深さ149.6km 2015/06/29 11:05:24
(G)http://j.mp/1JhB4tV (Y)http://j.mp/1KoFGBz

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 静岡県 小山町 
【最大震度1】(気象庁発表) 静岡県東部 深さ約10km M1.8 29日09時04分頃発生 
(G)http://j.mp/1bsYMH7 (気象庁)http://j.mp/1KjgudY

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 茨城県 高萩市 
【M2.6】茨城県北部 深さ9.4km 2015/06/29 04:22:16
(G)http://j.mp/1GFU9Ss (Y)http://j.mp/1HpUa3p

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.6】遠州灘 深さ361.8km 2015/06/28 22:02:02
(G)http://j.mp/1GTYRiE (アニメ)http://j.mp/1Nq9vzt

地震マップ @eq_map · 6月28日 � 神奈川県 横須賀市 
【M2.7】東京湾 深さ68.5km 2015/06/28 18:13:32 http://j.mp/1KiltvB

…ただひたすら、「吸っても死なない空気」を求めて、
原発事故後に漂着した北海道は、こうだし…

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ44.5km 2015/06/29 16:55:48 http://j.mp/1QYrSl4

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ103.7km 2015/06/29 13:50:07
(G)http://j.mp/1RKmGMG (アニメ)http://j.mp/1SWyVrZ

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 豊頃町 
【M3.3】十勝地方 深さ106.7km 2015/06/29 12:43:50

http://j.mp/1eTF8qh
http://j.mp/1KjpEqO
http://j.mp/1JhB4tV
http://j.mp/1KoFGBz
http://j.mp/1bsYMH7
http://j.mp/1KjgudY
http://j.mp/1GFU9Ss
http://j.mp/1HpUa3p
http://j.mp/1GTYRiE
http://j.mp/1Nq9vzt
http://j.mp/1KiltvB
http://j.mp/1QYrSl4
http://j.mp/1RKmGMG
http://j.mp/1SWyVrZ


(G)http://j.mp/1SWqpcs (Y)http://j.mp/1FJwZKa (アニメ)http://j.mp/1GKm9Fl

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
翻訳を表示�
【M4.1】HOKKAIDO, JAPAN REGION 218.8km 2015/06/28 23:03:04JST, 2015/06/28
14:03:04UTC
(G)http://j.mp/1eSItG5 (USGS)http://j.mp/1GUjECE

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 弟子屈町 
【M2.6】弟子屈付近 深さ147.3km 2015/06/29 00:10:53
(G)http://j.mp/1Lw2puI (Y)http://j.mp/1IlyfJM

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M4.6】北海道南西沖 深さ223.1km 2015/06/28 23:03:04
(G)http://j.mp/1HptiAC (アニメ)http://j.mp/1QXeKg3

地震マップ @eq_map · 6月28日 
【M3.7】浦河南方沖 深さ44.6km 2015/06/28 18:02:42
(G)http://j.mp/1TWBQlS (アニメ)http://j.mp/1ICPX74

地震マップ @eq_map · 6月28日 
【M2.7】積丹半島北西沖 深さ6.5km 2015/06/28 17:46:38 http://j.mp/1CBYjtD

…再び「自由と生存を求めて」…

転出しようと思っていた南米は、こうだし…

地震マップ @eq_map · 27分27分前 
【M5.5】NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU 23.7km 2015/06/29 18:09:15
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1g1n0eo (USGS)http://j.mp/1BQaqIr

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � Salta, Argentina 
【M4.1】SALTA, ARGENTINA 166.3km 2015/06/29 13:46:39JST, 2015/06/29
04:46:39UTC
(G)http://j.mp/1drNEet (USGS)http://j.mp/1LDnaWl

http://j.mp/1SWqpcs
http://j.mp/1FJwZKa
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http://j.mp/1ICPX74
http://j.mp/1CBYjtD
http://j.mp/1g1n0eo
http://j.mp/1BQaqIr
http://j.mp/1drNEet
http://j.mp/1LDnaWl


地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.2】DOMINICAN REPUBLIC REGION 10.0km 2015/06/29 13:15:14 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1SWxk5y (USGS)http://j.mp/1Nsbmnk

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � Santa María Chimalapa, Oaxaca 
【M5.1】OAXACA, MEXICO 100.6km 2015/06/29 00:54:42JST, 2015/06/28
15:54:42UTC
(G)http://j.mp/1GFyzNL (USGS)http://j.mp/1TXuAGw

…（〜〜；）…

…「荷物をまとめる」のはいいんだけどさ…

…いったい、いつ、どこへ、逃げたら、

「その後の安全が確保できる」わけ…？？？

https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
【MAD】進撃の巨人〜紅蓮の弓矢〜
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日19:56
０５１

５０

５０．

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
「現職官房長官が、報道の自由を「許された自由」と表現しているのがすごい：山崎 雅弘氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17718.html#readmore …

http://j.mp/1SWxk5y
http://j.mp/1Nsbmnk
http://j.mp/1GFyzNL
http://j.mp/1TXuAGw
https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
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（６月29日）　怒る事は良くないと言われる。でも不正に対しては怒りがこみ上げて
くる。／「明日もバイト」…だ…ｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201506292046263767/

気象庁 【立体】 機動 観測 班／1160名のうち800名が死亡／原発
が複数ある北陸の深発地震／品川大丈夫かよw／首都圏最悪の汚
染地帯は埼玉！千葉より凄い熊谷。

2015年6月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 5 時間5 時間前 
【放射線量の情報】

福島県大熊町大野小学校で29日15時10分頃、4.35μSv/hを観測との情報（通
常2.624μSv）。本ツイートは自動送出しており誤検知、誤認の可能性もありますが、
注視願います。

https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/615407398933565440/photo/1

いや、たぶん気象庁は【立体】機動はしないと思うんですが、つい…（＾＾；）…☆

…やっぱり「何が何だか判らない」異常事態？が、色々と起こっている現在らしい…

http://85358.diarynote.jp/201506292046263767/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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…（〜〜；）…

https://www.youtube.com/watch?v=NiSDW2qPKqY
乃狼- 1 

火山たんさんがリツイート 
黒沢大陸 @k_tairiku · 17分17分前 
（浅間は降下物の確認で噴火と言ったが、箱根は何が違うのか？）　明らかに火山灰

とはいえない。浅間は噴火場所もわかっているし、起きてもおかしくない状況。いろ

んな状況を考えて火山灰と判断。今回は、空振計も、噴火微動の記録もない。地震回

数が多くなっているだけ。慎重に考えたい

火山たんさんがリツイート 
黒沢大陸 @k_tairiku · 23分23分前 
箱根山の「降下物」についての気象庁の説明。（火山性微動の観測は初めてか？）気

象庁が常時観測を開始して以来。（どうとらえればいいのか？）マグマなのか、別の

流体なのか、いずれかで起こされていると思う。震源は５、６キロから０キロぐら

いで、今まで起きた範囲内とはわかっている。

火山たんさんがリツイート 
黒沢大陸 @k_tairiku · 49分49分前 
箱根山の「降下物」についての気象庁の説明。（噴火なのか？）降ったものを観測班

が持ち帰ったうえで、分析にかける予定。明確に噴火というにはその分析を待って

から、と現時点で考えている。

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 2時間2時間前 
「大涌谷近くの温泉供給会社によりますと、午後１時ごろ、空から白っぽいものが降

ってきたということです」http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2528241.html …

火山たん @volcano_tan · 2時間2時間前 
今日7時台の箱根山の地震計波形図だけれど、30分あたりから凄いことになってるね…
http://www.vnet.bosai.go.jp/strace/ 
https://twitter.com/volcano_tan/status/615428601349996545/photo/1

火山たんさんがリツイート 
Aso_Yudamari @Aso_Yudamari · 3時間3時間前 
【箱根火山】臨時の解説情報「本日（２９日）１２時４５分頃、大涌谷の北約１．２

https://www.youtube.com/watch?v=NiSDW2qPKqY
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2528241.html
http://www.vnet.bosai.go.jp/strace/
https://twitter.com/volcano_tan/status/615428601349996545/photo/1


キロメートルの上湯場付近で降下物を確認」「本日、０７時３２分から約５分間の火

山性微動を観測」

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150629162550.html …

火山たんさんがリツイート 
Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 3時間3時間前 
箱根，おっと間違えた，大涌谷から火山灰が出たの？

ちなみに「箱根全体が危険！」という人命優先の警報が「出せない」のは…

「小田急資本」が、広告料をタテに、マスゴミの妨害をしているから…★
…（＝＝＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=kOPOsGmOHyw
麻枝 准×やなぎなぎ「Killer Song」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13分13分前 
阿蘇山も28日から噴煙量が多くなり、
京都大学の現地の地震データも、活発な傾向。

①19時13分現在の阿蘇山火口カメラ
②30日間の最大振幅：28日から活発な状態。©京都大学
③と④：昼ごろの阿蘇山。©気象庁

Lightworker @Lightworker19 · 25分25分前 
食べて応援のジャニ口が小麦色のサーファーというより日焼けサロンで丸焦げになっ

た末期ガン患者みたいな不健康な顔になって 騒がれているが大塚アナコースをたどっ
ているようである。http://bit.ly/19MU3IZ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 39分39分前 
気象庁

「大湧谷・本日、7時32分から5分間の火山性微動を観測しました」これは気象庁も焦
るよね

（火山性微動：マグマや水蒸気が火山の地下を移動したり，沸騰して気泡が発生する

ことなどによって起こる微弱な振動）　画像7時30分　©気象庁 

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150629162550.html
https://www.youtube.com/watch?v=kOPOsGmOHyw
http://bit.ly/19MU3IZ


火山たん @volcano_tan · 59分59分前 
阿蘇山みたいな巨大なカルデラを持つ火山は、普通に山を作ってる火山とは根本から

違うように思えるよね。実際、大規模な噴火を起こせるってのはそれだけ大量のマグ

マを貯めることが出来るって事なんだよ。例えば断層がマグマ溜まりを通過していて

地下で空間が出来やすくなっていたりね。

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
福島第一原発事故直後、数日も経たないうちに特に病弱とは見えない人が複数突然亡

くなった具体例を聞いた。http://bit.ly/Z1dBrj

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
箱根

今朝から火山性地震が100回を超え急増し、火山性微動も観測、降下物も確認したと夕
方の速報。先ほどから立ち入り禁止区域に入り、気象庁が調査しているようです。

16時：気象庁（http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150629162550.html …）

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
数百Bq/kgのセシウムをタバコの葉は含んでいる　http://bit.ly/1MYeGrV

neko-aiiさんがリツイート 
ロバート・デニ郎【反体制！反現状！】 @hajimeyoneda · 4 時間4 時間前 
首都圏最悪の汚染地帯は埼玉だった！！千葉より凄い 「熊谷」にストロンチウムが大
量に来てる http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4fa2eb24fe601ac979fbb74fa8bf6d73 …
@neko_aiiさんから

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 5 時間5 時間前 
【放射線量の情報】

福島県大熊町大野小学校で29日15時10分頃、4.35μSv/hを観測との情報（通
常2.624μSv）。本ツイートは自動送出しており誤検知、誤認の可能性もありますが、
注視願います。

火山たん @volcano_tan · 5時間5時間前 
火山由来の大気中の微粒子は、太陽光を遮るだけでなく上空のオゾン層と反応して破

壊する働きもしてしまうんだよ。二酸化硫黄が関わっているとも火山灰の表面で塩素

とかが反応を起こすためとも言われているね。実際、1991年のピナツボ山の大噴火の
後にはオゾンの濃度が大きく下がったらしいんだよ。

http://bit.ly/Z1dBrj
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150629162550.html
http://bit.ly/1MYeGrV
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4fa2eb24fe601ac979fbb74fa8bf6d73


火山たん @volcano_tan · 6時間6時間前 
噴火によって大気中に舞い上がった微粒子が気候変動を起こす仕組みについてだけど

、普通は微粒子が太陽光を直接遮るからだと考えられているんだよ。けど別の説では

、微粒子が中心となって水分が凝固し、世界中で雲が出来やすくなるからって言われ

ているんだよ。噴火で雲が出来るなんて面白いよね。

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
【拡散】東電は最後の切り札である「ホウ酸」の準備をしています。その上、3号機の
スキマサージタンクの水位がドンドン低下している　http://bit.ly/16ZquSx

火山たん @volcano_tan · 7時間7時間前 
大噴火で大気中に舞い上がった火山灰や二酸化硫黄によって出来た微粒子は、太陽光

を遮って気候変動を起こすと考えられているんだよ。有名なものは1815年のタンボラ
火山の噴火などによって、翌年の平均気温が世界的に低下した例だね。これは「夏の

ない年」と呼ばれるくらいの影響だったんだよ。

neko-aiiさんがリツイート
全粒粉小麦パン @dietmokuhyou · 8時間8時間前 
@neko_aii @mackintoshi 
関西ですが、やはり雨樋の水がかかる場所の植物の葉や花が

大きくなっています。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【宮古島地方 潮位情報 2015年06月29日 11:32】
７月２日の満月の前後は大潮の時期にあたり、宮古島地方の沿岸では、７月２日から

７月５日にかけて、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなるため、海海岸付近の低地で

は浸水や冠水のおそれがあります。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【福島県 潮位情報 2015年06月29日 11:19】
福島県の沿岸では６月３０日から７月６日にかけて満潮の時間帯を中心に潮位が高く

なるため、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
箱根付近

今日の08時過ぎから急に地震が増えてる状態。
気象庁（箱根町湯本：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150629090803395-290904.html

http://bit.ly/16ZquSx
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150629090803395-290904.html


…）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
こないだから、何度か起こってる北陸沖。

原発が複数ある北陸の沖合が震源の深発地震。幸い震源が深いので震度1以下。
06月29日 07時58分：震源地（北陸地方北西沖：マグニチュード3.2　深さ327.8km ）

War Is Overさんがリツイート 
bouzu_3 @bouzu_3 · 12時間12時間前 
月曜日、安定の急病人連発。すでに8件

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
外国で公開されている福島第一原子力発電所の高精細画像--(非常に鮮明です)
http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
イリノイ州の「ブレードウッド（Braidwood ）原発」構内を竜巻が通過！　原子炉直
撃は免れる！　竜巻注意報で非常事態タスクフォースを招集　一時は１６キロ圏の住

民避難も準備

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/braidwood-b871.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
米国南部で福島第一原発発のポロニウム　北半球全体にウランとその娘核種が降った

http://inventsolitude.sblo.jp/article/146308343.html …

amaちゃんださんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6月27日 
"miinamato: 品川大丈夫かよwwww
倒れて寝てる人

10人以上いるんだけどwwww
なにこれwwww"
#眠り病
#汚染あるある線
ついに二桁

War Is Overさんがリツイート 
DD係長 @shoooko_dyk · 6月5日 

http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/braidwood-b871.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/146308343.html


駅出たらビシャビシャなとこで寝てる人いるんだけど

https://twitter.com/shoooko_dyk/status/606802361265192961/photo/1
こわい 

War Is Overさんがリツイート 
あ ず さ �♡ @Cherry___jj · 5月31日 
明日のもの買いに外歩いてたら、土下座しながら寝てる人いた、、、

https://twitter.com/Cherry___jj/status/605083462417063936/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 2013年5月26日 
WBCを都内で一人3000円でやっているクリニックがあるhttp://meneki-
npo.org/hibaku.html そこの事務長がわざわざ法廷に来られており、都内で
も300Bq/body以上の被曝が見られる。そして、外食後には有意にあがると報告を受
けた。

https://www.youtube.com/watch?v=WhvONZPCtqE
麻枝 准×やなぎなぎ 「火吹き山の魔法使い」

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
中間貯蔵施設地権者、1160名のうち800名が死亡していた
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/315.html …
この死亡率は凄まじい、政府と福島県は、これまで報道を隠蔽してきた理由を説明

せよ！

累々たる屍、遺体は線量計が振り切れた

http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011033101000278.html … 

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
福島第一原発の作業員が証言！「(核燃料)プールに外国人ダイバーを入れていた。1回
のダイブで200万円。危険な仕事は外国人に」
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7001.html …

https://www.youtube.com/watch?v=i8q8fFs3kTM
Linkin Park - Final Masquerade (Official Video)

https://twitter.com/shoooko_dyk/status/606802361265192961/photo/1
https://twitter.com/Cherry___jj/status/605083462417063936/photo/1
http://meneki-npo.org/hibaku.html
https://www.youtube.com/watch?v=WhvONZPCtqE
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/315.html
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011033101000278.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7001.html
https://www.youtube.com/watch?v=i8q8fFs3kTM


Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
怒る事は良くないと言われる。でも不正に対しては怒りがこみ上げてくる。バカマス

コミよ。あんたらのデマのおかげで何人の尊い命がなくなったんだ？何人が病気にな

ったんだ。お前たちのデマはオウムより罪が重い。地獄に堕ちたくなければ謝罪して

刑務所に入って罪を償う事だ。これ以上罪を重ねるな

War Is Overさんがリツイート 
数学 Ｍ @rappresagliamth · 5時間5時間前 
韓国の女子高生「文化が好きです。だから外国人がたくさん訪問してる」

字幕では「嫌いです。だって韓国を苦しめたじゃないですか」

正反対の情報を公共の電波に乗せ、韓国への視聴者の敵意と憎悪を煽る。

日本のテレビ局はここまで壊れたのか

↓

http://sun.ap.teacup.com/souun/17718.html …

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
【拡散】kikko_no_blog 「辺野古の新基地建設に反対」を掲げた新人の城間幹子氏が当
選した那覇市長選は「ムサシを導入しておらず手作業で開票した」そうです。

War Is Overさんがリツイート 
広州パワー生活者 @guangzhou88 · 11時間11時間前 
モンゴルで、日本自衛隊と中国人民解放軍がＰＫＯ合同訓練に参加。

こりゃー初めて見た。

自衛隊がＡＫ持ってる！ 

War Is Over @kenshimada · 12時間12時間前 
「原発爆発時に放射能拡散予測を隠蔽したのは民主党！自民党であれば、隠さない」

と安倍と森議員も言ってたが、爆発当時に放射能拡散予測システムがあるのを知りな

がら黙ってたのは自民党です。

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
安倍晋三個人に未必の故意／殺人幇助罪での告発　http://bit.ly/1MlIdvs

War Is Overさんがリツイート 
brown sugar tart @tart_k · 20時間20時間前 
この国の教科書。北朝鮮となんら変わらない

http://sun.ap.teacup.com/souun/17718.html
http://bit.ly/1MlIdvs


https://twitter.com/kiyomizu5/status/606399441008861184/photo/1

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 1 時間1 時間前 
そして何もなくなった・・・ 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450523509203017728/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=3VCCuM8uQS8
Sound Horizon Elysion - Rakuen Parade e Youkoso 

特務機関NERV @UN_NERV · 40分40分前 
【「うるう秒」来月１日実施へ対策進む】

世界の標準時を、地球の自転にできるだけ正確に合わせるため、１日を１秒長くす

る「うるう秒」という調整が、来月１日、３年ぶりに実施されます。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150628/k10010130831000.html …

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日20:48
…さて…

溜め込んでいる（＾＾；）お皿を洗って！

お風呂はいって洗濯もして…

「明日もバイト」…だ…ｗｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日8:04
０

５１
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（６月30日）　札幌はプチ嵐で（〜〜；）今日はバイト。

http://85358.diarynote.jp/201506300839597215/

箱根の地震３００回／報道規制／どうすんだ気

象庁／まじ人死ぬぞ。このままだと。

2015年6月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
 
 
 
おはようございます。０８：０５です。

札幌はプチ嵐で（〜〜；）今日はバイト。

線量高めで湿度も高めで、気温は（かなり）低め…。

（…起きれん…！）（＝＝；）…と、布団のなかでもがいた挙句、ＣＤでコレ（原曲）のチカラ
を借りてようやく起きだしました…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

…実際、かなり古い（＾＾；）この曲で、よりによって「リヴァイ兵長を躍らせてみよう♪」と
か考えついた人は、かなりのハイセンスな「ダンスマニア」だ…ｗｗｗｗ

…老朽原発のあるルーマニアが…（＠＠；）…
…ユーラシア、揺れ揺れだなぁ…（＠＠；）||||

地震マップ @eq_map · 35 分35 分前 � Pufeşti, România 
【M4.2】ROMANIA 12.1km 2015/06/30 07:20:55JST, 2015/06/29 22:20:55UTC
(G)http://j.mp/1FLAYWt (USGS)http://j.mp/1LyIECD

地震マップ @eq_map · 48分48分前 � Afghanistan 
【M5.5】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 189.5km 2015/06/30 07:07:48
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1BRMHrr (USGS)http://j.mp/1CFvNr0

http://85358.diarynote.jp/201506300839597215/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506300839597215/
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
http://j.mp/1FLAYWt
http://j.mp/1LyIECD
http://j.mp/1BRMHrr
http://j.mp/1CFvNr0


地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � Nepal 
【M4.3】NEPAL 15.0km 2015/06/30 06:46:25JST, 2015/06/29 21:46:25UTC
(G)http://j.mp/1CFufxb (USGS)http://j.mp/1efkMqG

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � Nepal 
【M4.0】NEPAL 10.0km 2015/06/30 02:42:43JST, 2015/06/29 17:42:43UTC
(G)http://j.mp/1KlpX4H (USGS)http://j.mp/1CFnU4S

この曲が一番大好き♪

https://www.youtube.com/watch?v=IQnpVYbAQio
School’s Out - Captain Jack 

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.4】津軽海峡 深さ90.0km 2015/06/30 06:27:48
(G)http://j.mp/1CFq3h7 (アニメ)http://j.mp/1efhjZ0

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 釧路市 
【M2.5】弟子屈付近 深さ159.5km 2015/06/30 03:47:26
(G)http://j.mp/1CF3I3k (Y)http://j.mp/1eVFm0f

https://www.youtube.com/watch?v=f5heLsnu5vo
Captain Jack - Operation Dance (1997) 

…「神奈川西部〜静岡東部」は、多すぎてコピペする気も起きない…
…（－－；）…
参照：https://twitter.com/UN_NERV

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
昨日（29日）の箱根での地震回数は、温泉地学研究所の観測によると300回を超えたみ
たいだね。

http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/mysection1/item.php?itemid=44 … 
https://twitter.com/volcano_tan/status/615549104568029185/photo/1

http://j.mp/1CFufxb
http://j.mp/1efkMqG
http://j.mp/1KlpX4H
http://j.mp/1CFnU4S
https://www.youtube.com/watch?v=IQnpVYbAQio
http://j.mp/1CFq3h7
http://j.mp/1efhjZ0
http://j.mp/1CF3I3k
http://j.mp/1eVFm0f
https://www.youtube.com/watch?v=f5heLsnu5vo
https://twitter.com/UN_NERV
http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/mysection1/item.php?itemid=44
https://twitter.com/volcano_tan/status/615549104568029185/photo/1


火山たんさんがリツイート 
TBS NEWS-i @tbs_newsi · 9時間9時間前 
箱根山の降下物「噴火でなく土砂か」 気象庁発表 http://cgi.tbs.co.jp/n/Abru #tbs
#tbs_newsi

火山たんさんがリツイート 
ケン☆ケン @kenken0019 · 10時間10時間前 
箱根って何か報道規制でもかけてるの？さっきも報道ステーションでも生中継してた

けど物凄い勢いで降り注いでる白いもんがどう見ても噴火による降灰に見えたんだけ

ど気象庁は噴火を否定と？火山性微動も観測してるのに。

https://twitter.com/kenken0019/status/615514536389443584/photo/1 

火山たんさんがリツイート 
ひできち/伊藤英之 @hidevolcano · 9時間9時間前 
明日のニュースで「温泉供給の復旧作業をしていた作業員が吹き上げられた土砂に

当たって死亡しました」なんて出たら、笑うに笑えん。

火山たんさんがリツイート 
Yusuke Suzuki @Y_Suzuki · 9時間9時間前 
噴火と地すべりは複合的に起こってもいいんやで。地すべりがあったから噴火じゃな

いというのは変だなぁ。

火山たんさんがリツイート 
Aso_Yudamari @Aso_Yudamari · 10時間10時間前 
夜になって、また地震が増えてる。火山灰も降ってるようだ(報道ステーション、早雲
山駅から中継)。どうすんだ、気象庁
http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/mysection1/item.php?itemid=44 …

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 10時間10時間前 
早川由紀夫さんがリツイートしました 黒沢大陸
火口の外からものが噴き上がると気象庁は考えるのか。マジシャンだな。 

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
火山たんさんがリツイートしました 黒沢大陸
気象庁って、降下物が火口のどのあたりから飛んできたか分かるんだね…

http://cgi.tbs.co.jp/n/Abru
https://twitter.com/kenken0019/status/615514536389443584/photo/1
http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/mysection1/item.php?itemid=44


火山たんさんがリツイート 
ひできち/伊藤英之 @hidevolcano · 10時間10時間前 
今も降ってるじゃん。

火山たんさんがリツイート 
ひできち/伊藤英之 @hidevolcano · 10時間10時間前 
しんしんと火山灰降ってるじゃん。

火山たんさんがリツイート 
ひできち/伊藤英之 @hidevolcano · 10時間10時間前 
いや、まじ人死ぬぞ。このままだと。

昨日も書いたけど「小田急（電鉄）資本による、

【広告料をタテにとったメディア規制】です…
　（－－＃）ｄ

日光や軽井沢の放射能汚染が報道されないのも同じく。

「私鉄資本のメディア脅し」によるもの…★

火山たんさんがリツイート 
ひできち/伊藤英之 @hidevolcano · 10時間10時間前 
今はsteaming jetで火山灰吹き上げてる段階だろうけど、噴気孔が目詰まり起こしたり
すると、平行破綻型の爆発に移行する。そうしたら弾道を描いて噴石飛ぶぞ。2kmくら
い軽々と。

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
.@kiruria281 確かに、「基準に見合う全ての現象を噴火として記録する」とは書いて
いないけれど…だけれど、恣意的に記録するorしないが決められるのであったら、それ
は自然科学では無いと思うんだよ。

「放射能が安全です」とか

「汚染は存在しません」とか、

科学じゃなくて呪術や迷信の世界の住人だからねぇ…＞気象庁…。



 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日8:41
火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 10時間10時間前 
早雲山地すべりなどの箱根の過去の履歴から考えれば、群発地震にともなう熱水活動の高まりが

地すべりを引き起こす可能性も考えておかなければならない。つまり地すべりと噴火の関係は単

純じゃない。

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 10時間10時間前 
過去の水蒸気噴火の多くは、自然現象であれば原因を問わないで噴火とされている。水蒸気噴火

というのはそもそも微妙なバランスが崩れた時に起きるもの。加熱が原因でも減圧が原因でも水

蒸気噴火。減圧の原因としては地表の地すべりでも地下の地すべり的断層運動でも構わない。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日8:45
火山たんさんがリツイート 
ひできち/伊藤英之 @hidevolcano · 10時間10時間前 
溶岩ドームできても地すべりによるとか言っちゃんだろうか？

火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前 
この秋田焼山での事例と今回の箱根山での事例、どういう違いで「水蒸気噴火」と「土砂噴出で

噴火ではない」となったのかが知りたいんだよ…@i_chishu 

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
気象庁は、越えてはならない橋を渡って向こう岸に行ってしまったとみられる。箱根山を大涌谷

周辺に言い換えた段階では、橋からこっち側にまだ戻ってこれただろうが。もう戻れない。

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 11時間11時間前 
地すべりに誘発された噴火が噴火じゃないんだったらセントヘレンズ1980年噴火も噴火じゃな
いね。

火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前 
火山から固形物が噴出し、300m以上の範囲に広がった場合は噴火として記録すると「気象庁が
」言っているんだよ…（リンク先PDF注意）
#こんな注意する日がくると思わなかった
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-
act_doc/fukuoka/05m04/500_05m04memo.pdf … 

火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前 
とりあえず…気象庁による箱根山の「火山の状況に関する解説情報」第61号をスクショしておい
たんだよ。ある意味、歴史的かも… 

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
水蒸気爆発をわざわざ水蒸気噴火と言い換えたのと同じ役所が、土砂の噴き上げは噴火でない

とゆった。土砂の噴き上げと水蒸気爆発は、どうやって区別するんだい？

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


火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
神奈川県と大臣からの圧力がよほど強かったのか、それとも気象庁がアホなだけか。どっちで

も由々しき事態だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日8:48
レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 9 分9 分前 
NHK首都圏◆地震 被害の連絡はなし
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150630/5955191.html …
震度３を観測した箱根町の消防などによりますと、これまでに地震による被害の連絡は入ってい

ないということです。震度３を観測した箱根町役場によりますとこれまでに住民などから地震

によ… #レスナウクリップ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日8:51
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
明け方：４時の報道。

静岡大学教授　「噴火でないというのは奇妙な感じだ。火山学的には固形物が急激に出れば原因

を問わず噴火という。地下の熱水活動が地滑りを引き起こし、噴火を誘発したと考える方が自然

。レベル３に引き上げも検討すべき」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
意地でも噴火とは言わない（言えない）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
誰も責任を取らない

「あべ君：福島原発で、もしも何かあっても、電源が切れる事はない」←3.11大震災で、電源が切
れて冷却できなくなり4基も爆発した

「御嶽山：火山性地震は収束しました」←数日後に噴火した

http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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「オリンピック：悪りいな、予算オーバーで2500億円。お前らの税金だ」
 



（６月30日）　ちなみに私は神奈川県の生まれで富士山を眺めて育ちました。

http://85358.diarynote.jp/201506300854378100/

【危険注意】　「まず火山灰で、水道が止

まる」。

2015年6月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

（前項 後半 参照）

（逃げるなら早めに…！）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
箱根は（噴火警戒レベル2）
「噴火したと認定」したら（噴火警戒レベル3）に引き上げられるから、観光業は大変
だ

今日、箱根で初めて（火山性微動）と（白い降下物）も観測されているけど『気象庁

：噴火ではない』と報道されてる。万がいちの噴火時は、誰が責任を取るのか？決め

といた方が良い

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 

http://85358.diarynote.jp/201506300854378100/
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友人にいるけど

「九州の火山の噴火なら、関東は平気なんじゃね？」なんて人。そんなことはない。

火山でヤバいのは「火山灰の被害」まず火山灰で水道が止まる。『もしもの時』のシ

ュミレーションを政府は出してますよ。関東でも20センチの火山灰
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615504524048904192/photo/1

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日8:56
箱根が噴いたら、火山灰で、

フクイチの管、ぜんぶ詰まります…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日10:36
ちなみに私は神奈川県の生まれで富士山を眺めて育ちました。

(・_・;)

アレが噴いたら、母と弟の住む崖の上のポニョ…もとい、ボロ屋は、噴石直撃距離ですね…

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日15:00
さすがにテレビでもやってるようだ。(^_^;)

ちなみに

「箱根と富士山と浜岡原発」の

距離にも注意〜★

ヽ（・＿・；）ノ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615504524048904192/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
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（６月30日）

http://85358.diarynote.jp/201506301506538394/

「和田慎二」は暗殺されたのか？

2015年6月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

（前項サンショウ魚と謂えば

『銀の髪の亜里沙』…）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E8%89%B2%E3%81%AE%E9%AB%AA%E3%81%AE%E4%BA%9C%E9%87%8C%E6%B2%99

そういえば「私鉄資本」による

恐怖支配と陰謀を暴く作品を

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E5%B0%91%E5%A5%B3%E6%98%8E%E6%97%A5%E9%A6%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%AA%E7%9B%97%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%82%B9

何度も描いてる人だった…

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E6%85%8E%E4%BA%8C
＞死没　2011年7月5日（満61歳没） 

(・ω・;)(;・ω・)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日15:23
さすがに「噴火」になりましたね。

(・_・;)で、

「東海道」新幹線で、テロ…？
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（６月30日）　本日プチ厄日。（－－＃）

http://85358.diarynote.jp/201506302155114816/

グレてやるッ！(`ヘ´)！
2015年6月30日 日常 コメント (1)
 

本日プチ厄日。（－－＃）

線量上昇、機嫌は旧火口。

…もとい、急下降…ｗ（＾□＾；）ｗ…

「グレてやるッ！無駄遣いしてやるッ！」と、

叫んで買い込んできたのが、この程度…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

我ながら、ササヤカな人生だなぁ…★
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

…エレンはこの扱いで、よくグレないもんだ…ｗｗｗ
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日22:19
０５１５２００．
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（６月30日）　「これからどんなことが起きるのか分からない」／30センチ地盤がず
れれば、浜岡原発は壊れる。／なんだ今日は。世紀末か。

http://85358.diarynote.jp/201506302308599057/

かつて箱根は富士山と同じ高さだったが巨大噴

火で吹き飛んだ／30センチ地盤がずれれば浜岡
原発は壊れる／直下型大地震があれば…
2015年6月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

【実弟＠神奈川県】は、死ぬだろぉなぁ…（－－；）…
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
Tiger and Bunny AMV - Radioactive 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 分4 分前 
2か所の噴気がある
今年のゴールデンウィークから突然、活発になった「箱根」

この時からずっとだけど、大湧谷とは違う反対側の斜面からも、大量の噴気が出る時

がある。何度もTWしたけど、こういう事を報道しない。①は今日。②は6月21日

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 56分56分前 
報道ステーションが、なぜか嘘を報道してる

今日の夕方、気象庁は「30センチの噴石が飛散した事を確認した。箱根は噴火と断定
した」と発表してるぞ。

http://85358.diarynote.jp/201506302308599057/
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
今回の箱根の噴火は800年ぶり
かつて箱根は富士山と同じ高さだったが、巨大噴火で吹き飛んだ

なぜこれを、もっと報道して「注意喚起」しないのか？と思う。「こうなったら大噴

火する」という前兆のデータが何も無い。桜島とか浅間山と訳が違う

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
気象庁が今日、発表した「新たな噴気孔」

気象庁は「ここが噴き上がり、約30センチの噴石が飛んでる事を確認」と遠回しに言
ってるけど、つまり「新たな火口ができた」という事ですよね。ここの地面が飛ん

だと。元々、大湧谷は火口ですからね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
16時5分の父島近海：マグニチュード5.3（気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150630161226395-301605.html …） 
5月30日にM8.5の巨大地震があったエリア。　近くには今も噴火し、島が拡大してる「
西之島」もある。このラインは箱根に通じる火山帯 

火山たんさんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news · 4時間4時間前 
箱根山 知事「情報共有で人的被害ゼロを」 http://nhk.jp/N4K04FcH #nhk_news

火山たんさんがリツイート 
47NEWS 47 @news · 4時間4時間前 
箱根山、噴石３０メートル飛ぶ　水蒸気噴火か http://bit.ly/1BT9Fyh

火山たんさんがリツイート 
時事コム東日本大震災 @i_jijicom_eqa · 5時間5時間前 
箱根山、水蒸気噴火と推定＝常時観測開始後初、噴石も−気象庁 http://i.jiji.jp/jc/forward?
g=eqa%26k=2015063000832%26utm_source=twitter%26utm_medium=eqa%26utm_campaign=twitter
… #jishin #jisin

火山たんさんがリツイート 
NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 5時間5時間前 
【ニュース】（続き）気象庁によりますと、箱根山で規模の小さいものを含めて３０

日午後３時までに観測された地震は５７２回と、これまでで最も多くなり、このうち

箱根町湯本で震度３から１の揺れを観測する地震も、１０回観測されています。

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150630/5955981.html … #nhk

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150630161226395-301605.html
http://nhk.jp/N4K04FcH
http://bit.ly/1BT9Fyh
http://i.jiji.jp/jc/forward?g=eqa%26k=2015063000832%26utm_source=twitter%26utm_medium=eqa%26utm_campaign=twitter
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150630/5955981.html


火山たん @volcano_tan · 5時間5時間前 
火山で起きうる災害は多いけど、それらは対応の仕方によって分類が可能だよ。火山

ガスのように日頃から注意しないといけないもの。大体の溶岩流のように噴火後でも

逃げて被害を減らせるもの。そして、火砕流や泥流のように発生前に逃げておかない

といけないものだよ。それぞれに合った対応が必要だよ。

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 5時間5時間前 
2015年6月29日の地震活動(気象庁発表)
神奈川県西部 183回
福島県沖 14回
和歌山県北部 13回
宮城県沖 10回
福島県会津 7回
茨城県南部 6回
日向灘 6回
熊本県熊本地方 5回
以下省略

計446回
http://j.mp/1oo8wnC

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【東海地方 気象情報 2015年06月30日 16:07】
東海地方では、７月１日朝から夕方にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大

雨となる所があるでしょう。低地の浸水、河川の増水、土砂災害、竜巻などの激しい

突風、落雷に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年06月30日 15:58】
近畿南部では、７月１日朝から昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨の

降るおそれがあります。浸水害、土砂災害、河川の増水に注意してください。また、

近畿地方では竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【箱根山 火口周辺の県道が通行止めに】
噴火警戒レベルがレベル３に引き上げられたことに伴って、県道７３４号線は神奈川

県箱根町の箱根ロープウェイの早雲山駅から火口周辺を通って姥子駅までを結ぶ区間

が通行止めになっています。

http://nerv.link/K9jI8a

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 

http://j.mp/1oo8wnC
http://nerv.link/K9jI8a


しかも今回の場合、まだマグマは出ていないと思うから、噴出するのは軽石みたいな

密度の小さな岩石ではなくてしっかりとした密度の大きな岩石だと思うんだよね。こ

れは危ないかも…

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
最大で30cmほどの岩石が噴出しているのが確認されたというのは、けっこう心配だね
。それより小さな石(たとえば握り拳くらいのサイズ)でも、いったん吹き上げられて高
いところから落ちてくると致命傷になりかねないからね。

火山たんさんがリツイート 
エレキたん @ElekiTan · 8時間8時間前 
30センチ大の石なんて、運が良くても大けが。もう十分危険だよねぇ。 @volcano_tan

火山たんさんがリツイート 
47NEWS 速報 47 @newsflash · 8時間8時間前 
気象庁は、神奈川県の箱根山で３０センチ程度の大きさの噴石が飛んだと確認。噴火

が起きたと断定した。 http://bit.ly/17n4iz

火山たん @volcano_tan · 9時間9時間前 
火山たんさんがリツイートしました 黒沢大陸
気象庁は、箱根の場合には火山灰が出なくなって数日でレベル2に下げようと考えてい
るんだね。1ヶ月も続けるつもりはないと…ところで、御嶽山は火山灰が出なくなっ
て何ヶ月後にレベル2になったっけ…

火山たんさんがリツイート

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 9時間9時間前 
300ｍをはるかに超えて早雲山駅や強羅駅付近にも積もったんだから、それを確認した
時点で噴火認定すべきだったと思う。

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 
記者「きのうは噴火ではなかったのか」

課長「きのうのは噴火だったと言う証拠はない（しどろもどろ）」

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 10時間10時間前 
火山性微動はきょうも観測されたのね。NNN

火山たんさんがリツイート 
真名＠森の響 @Astra_Vir26 · 10時間10時間前 
箱根町 大涌谷周辺に避難指示　NHKニュース http://nhk.jp/N4K04FbC 

http://bit.ly/17n4iz
http://nhk.jp/N4K04FbC


避難指示が出された範囲には、住宅が２棟、旅館で働く従業員の寮が１棟、ホテルや

旅館、保養所などの宿泊施設が８棟、日帰り温泉施設が１棟、会社が１棟、別荘が１

２棟あるということです。

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
火山たんさんがリツイートしました s．堀越 /
これを見ると、上湯場は居住地域ではない事にされているね…
火山たんさんがリツイート 
s．堀越 / @shosho_1955 · 10時間10時間前 
箱根山噴火警戒レベル図、きしようちょう 
https://twitter.com/shosho_1955/status/615727368640991232/photo/1

火山たんさんがリツイート 
Yusuke Suzuki @Y_Suzuki · 10時間10時間前 
降灰が確認されてから噴火が認定されるまでまる一日かぁ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
昼ごろの速報

やっと「噴火していた」と認めましたね

「箱根：噴火警戒レベル3：入山規制」引き上げ。
そりゃそうだよね。　火山性微動も起こっていて、そして火山性地震が昨日は309回、
灰らしきものが大量飛散し、今日も既に、約200回
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615727586690228224/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
箱根の群発地震の影響かな。

6月30日：富士山の山頂の地震計。　今朝の6時ごろから乱れてる。
© 気象庁 ：火山観測網 V.FUJ2 静岡県 富士山頂 観測点
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615721888556290048/photo/1

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆【M3.8】相模湾 深さ10km 2015/06/30 10:45:22発生
最大予測震度3 http://j.mp/1U2jSP4

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
2.7キロ離れた強羅「五彩館」に停めたあった車のフロントガラスに火山灰付着。さっ
きのフジテレビ再視聴。火山灰の確認距離は2.7キロになった。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【鹿児島 十島村の口之島 全域に避難勧告】

https://twitter.com/shosho_1955/status/615727368640991232/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615727586690228224/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615721888556290048/photo/1
http://j.mp/1U2jSP4


50年に1度の記録的な大雨になっている鹿児島県十島村は午前8時20分に、口之島の全
域75世帯127人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/cBGGFN

https://www.youtube.com/watch?v=oqP619ZX3Mc
群星 - 承諾 (四川地震抗災歌曲) MV 

西原しげきbot(浜岡原発永久停止) @shigechan_fan · 1分1分前 
更に、９０％の避難に要する時間であり、１０％の方は残され全員避難ではありま

せん。

要援護者はバスなどで迎えに行きますが、方法や担当者や時間は想定されていま

せん。#浜岡原発 #避難計画

wroji （武力で平和は守れない！） @wroji · 6時間6時間前 
浜岡原発で、すぐ近い将来と予想されている直下型大地震があれば、日本人の９割近

くは直接的被害を受ける。　　17

西原しげきbot(浜岡原発永久停止) @shigechan_fan · 13時間13時間前 
南海トラフ大地震の震源域、産業人口の密集地、東京都と名古屋大阪の中間に位置し

ていて日本そのものが沈没する。浜岡原発はそもそも立地地域として不適格でした。 #
浜岡原発 #永久停止

さよなら原発・小田原 @NonukesOdawara · 6月21日 
浜岡原発（静岡県）の危険性②

30センチ地盤がずれれば、浜岡原発は壊れる
http://blogs.yahoo.co.jp/nonukes_odawara/48630131.html … 
https://twitter.com/NonukesOdawara/status/584738028960133120/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=-AV1DZXUTh4
坂本美雨 鉄道員

火山たんさんがリツイート 
エビフライ@宇宙の人 @kiruria281 · 10時間10時間前 
月末です

http://nerv.link/cBGGFN
https://www.youtube.com/watch?v=oqP619ZX3Mc
http://blogs.yahoo.co.jp/nonukes_odawara/48630131.html
https://twitter.com/NonukesOdawara/status/584738028960133120/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=-AV1DZXUTh4


RT @teracy: ・プエルトリコがデフォルト宣言
・新幹線車内で焼身自殺

・箱根山噴火

なんだ今日は。世紀末か

火山たんさんがリツイート 
中村美千彦 @Nakamura_Mitch · 20時間20時間前 � 宮城県 仙台市 太白区 
噴火を噴火じゃないと強弁すると、「降って来たのが噴石じゃなくて火山灰で良か

った」とか「次、もっと規模が大きいと噴石が降るかも」とか「次の水蒸気噴火も、

またいきなり発生するだろう」という方向に、人の頭が働くのを妨げる。それが困る

。

https://www.youtube.com/watch?v=cqzMS3-2utE
坂本美雨　永遠と名づけてデイドリーム

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月30日23:13
レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 12時間12時間前 
29日朝から頻発している神奈川県西部・静岡県東部を震源とする地震の発生状況は以下の通り

■震度2以上
10:52　M3.0　震度2
10:32　M3.2　震度3
09:12　M2.4　震度2
06:56　M3.3　震度3
06:04　M2.6　震度2

※上記のほか震度１が８回

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月1日0:06

https://www.youtube.com/watch?v=cqzMS3-2utE
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
約9万年前の噴火では、火砕流がなんと50キロ先（現在の横浜市付近）まで到達。約3000年前の
噴火では山の上部が吹き飛び、標高が3000メートルから1400メートルになったのだという
「これからどんなことが起きるのか分からない」と

http://www.j-cast.com/2015/05/07234659.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月1日0:22
War Is Overさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 5時間5時間前
 
これまでの神奈川県関連ニュース

＊箱根で噴火レベル3に
＊箱根で化学物質のトレーラー転落炎上

＊新幹線焼身自殺？

これ全部 神奈川県

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


（６月30日）　ベトナム人実習生6000人を日本に呼び、時給300円で原発作業に投入／
海外在留の日本人 過去最多の１２９万人余。

http://85358.diarynote.jp/201507010056315897/

【辺野古 緊急！】 テレビを観ていたら逃げ遅れる／海外在留の
日本人 過去最多の１２９万人余／本日のゲート前での不当逮捕、
ＮＨＫが来ていたそうです。。

2015年6月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…もぉ、何が何やら…ｗ（－－；）ｗ…
https://www.youtube.com/watch?v=Sy6SZ6FLazE
Attack on Titan - Original Soundtrack Mix (Best of Shingeki no Kyojin Music - HQ) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 30分30分前 
これを見ればわかりますね

3.11巨大地震が発生時の各テレビ局の違い。　もし南海トラフ巨大地震で津波が起こっ
た時、テレビを観ていたら「逃げ遅れる」という事だね。くれぐれも注意が必要だ

。https://www.youtube.com/watch?v=eOrAwvJLKxo … 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615878690744827904/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 37分37分前 

http://85358.diarynote.jp/201507010056315897/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507010056315897_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507010056315897_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507010056315897_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Sy6SZ6FLazE
https://www.youtube.com/watch?v=eOrAwvJLKxo
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615878690744827904/photo/1


藤沢市、上限設定かかっているみたい

現在 49ＣＰＭ（およそ 0.3μsv/h）まで上昇しているから。
神奈川県は今後も要注意

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
ＮＨＫスペシャル

「終わりなき人体汚染　〜チェルノブイリ原発事故から10年〜」
・被ばく作業員に知的障害、ＭＲＩ検査で前頭葉に空洞

・原発作業員の脳が委縮、ＣＴスキャンで判明

neko-aiiさんがリツイート 
amadeus @amadeus137 · 2 時間2 時間前 
ベトナム人実習生6000人を日本に呼び、時給300円で原発作業に投入
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/978b7ae89f0302c0cc9315c8b11951fb … @neko_aiiさん
から

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
日曜日にラジオで特集してたけど

どこかの大学教授いわく「日本の火山が、あちこちで噴火してますが、これが、あた

り前な状態だと思い生活した方が良い。この数百年が静かすぎた。日本には110の活火
山があり、どこで噴火しても不思議じゃないと認識を変えるべき。火山灰はガラス質

なので要注意」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
僕のような素人でもわかるけど

「西之島」の海底火山が噴火し、今も島が拡大し世界中の学者が注目。5月初旬から「
箱根」の火山が活発になり800年ぶりの噴火。5月30日に、この火山帯付近でマグ
ニチュード8.5巨大地震。　全てが火山帯の影響。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615844617569697792/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【停電情報 2015年6月30日 19:24】
東京電力停電情報によりますと、東京都 渋谷区の約2,100軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/dnbfht

War Is Overさんがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/978b7ae89f0302c0cc9315c8b11951fb
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/615844617569697792/photo/1
http://nerv.link/dnbfht


ぴさろ(cv初美メアリデスボイス) @pisalo_dq10 · 4時間4時間前 
電気が一瞬ついても隣のビルからエラい音がして分電盤あたりから火花散ってまた落

ちた…
警察が原因究明って言って集まって来てるし、隣のビルが渋谷区停電の原因

なの？？？ 

War Is Overさんがリツイート 
リーダー（マッチョな反原発） @leaderleader1 · 4時間4時間前 
線量情報

神奈川県　川崎区　千鳥 
最大値:0.197/上昇値: 0.168μSV/h
http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_14.png …
→今日の夕方、上下していた。今は落ち着いたが何かあったのかな・・

War Is Overさんがリツイート 
ちえぞう @tchiezinha · 4時間4時間前 
本日のゲート前での不当逮捕。

N H K が 来 て い た そ う で す 。

War Is Overさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 5時間5時間前 
はい出ましたNHK
「新幹線内で焼身自殺」

こんな時の模型を作るのは早い早い

War Is Overさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 5時間5時間前 
NHKが模型を作りトップに流すニュースは国民誤誘導ニュースだからね。

War Is Overさんがリツイート 
haruharu @haruharuanco · 5時間5時間前 
しかも、焼身自殺した人のポケットから免許証のコピーが発見されたって、紙なのに

焼けてなかったわけ？

War Is Overさんがリツイート 
haruharu @haruharuanco · 6時間6時間前 
世の中おかしいことが多いですね。

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_14.png


焼身自殺した男性を近くで見たという男性がはっきり、40代の小さな男性だったと発
言してたのがTBS系のニュースで流れてたのに。

War Is Overさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 6時間6時間前 
乗客の情報では「30代くらいの男性だった」
それがいつのまにか70代の男性。免許証のコピー持参。おかしいだろが。
神奈川県警だからもちろん焼身自殺で終わらすだろうけど。

War Is Overさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 6時間6時間前 
2ちゃんねるより
「マスコミは本人の名前と住所を知ってるのかその上で発表しないってことは、規制

敷かれてるってことだな 
この件、おそらくマスコミや警察は焼身自殺として片づける 
そしてそのままフェードアウト」

War Is Overさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 6時間6時間前 
神奈川の実験炉、漏れてる〜＞＜

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_14.png …

War Is Overさんがリツイート 
＊Mami＊ @mamijazz3535 · 7時間7時間前 
@kurieight 
こんなことは言いたくありませんが、

「みんな」倒れているから大丈夫

「みんな」病気だから大丈夫

みたいな感じ ですね…
段々感覚も感受性も鈍って来て

世も末です。。。

War Is Overさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 7時間7時間前 
CNNでは東京の新幹線自爆テロで２人死亡、２人重傷、２０人負傷って言ってるね。
CNN: 2 dead after fire on bullet train in Japan, police say http://cnn.it/1g4MTd8

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_14.png
http://cnn.it/1g4MTd8


War Is Overさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 7時間7時間前 
社説「新幹線にテロ対策を」。

伊勢志摩サミットや東京五輪に向け、至急対策を。

カメラに顔判断ソフトに赤外線センサーに出入り口レントゲン装置に・・・マイナ

ンバー連動のマイクロチップに・・・666の刻印に・・・・
ほらね。こうなるんだよ。

War Is Overさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 9時間9時間前 
もし、この新幹線事件のせいで自民党報道圧力事件の首相責任追求が吹っ飛んだら、

新幹線事件の背後を考えたほうがいい。誰がやらせたのか。報道される事が事実なの

かも疑うべきだ。最初から報道規制が敷かれ、NHKだけに取材許可がおりていた。先
程の小田原駅。きな臭い。

War Is Overさんがリツイート 
三宅雪子 @miyake_yukiko35 · 9時間9時間前 
時事ドットコム：「報道機関を懲らしめる」＝広告自粛を－自民大西議員

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201506/2015063000604&g=pol … …大西英男議員は30日、
「誤った報道をするようなマスコミに対して広告は自粛すべきじゃないか」・・・し

つこいようですが、今日30日国会内での発言です。

War Is Overさんがリツイート 
ともしぃ @tmoshi_DeNA · 9時間9時間前 
インドネシアでC-130が住宅地に落ちたみたい
http://rt.com/news/270601-plane-crash-medan-indonesia/ … 

War Is Overさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 10時間10時間前 
不思議なんだよな、ほとんどの事件の管轄が神奈川県警。避難勧告も神奈川県に出

てる。

不思議なんだよ。

これまでの事件と神奈川県警の関係。

この事件も「目的は他のもの」だと思うよ。

War Is Overさんがリツイート 
風の子　 @makeanovel · 11時間11時間前 

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201506/2015063000604&g=pol
http://rt.com/news/270601-plane-crash-medan-indonesia/


①箱根山噴火、避難勧告

②小田原ー箱根間で新幹線停止（焼身自殺）

③箱根の国道1号線でトラックが橋から川へ転落、化学物質流出
これがぜんぶ同時多発なワケ？？

War Is Overさんがリツイート 
fdisk mitsuher @fdisk_mitsuher · 11時間11時間前 
2015年6月29日 午前３時ごろ、神奈川県　箱根町で大型トレーラーが橋のガードレー
ルを突き破り、およそ４０メートル落下炎上。化学物質ポリエーテルグリコール

の200リットルのドラム缶、約80本16000リットル、が川に流出し被害広がる 、すでに
アユが約１万匹が死んだ

War Is Overさんがリツイート 
ますむらひろし @masumurahiroshi · 12時間12時間前 
昨夜、生中継で箱根山大湧谷から火山灰が舞い続けたのに、気象庁は噴火してない、

と通達。今さら昼近くなって噴火を認めた。もし昨夜の深夜に大噴火起きたら、どん

な言い訳を、犠牲者にするのだろう。

War Is Overさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 14時間14時間前 
箱根の「トレーラー」を隠したいみたいね。6/29の夜中３時に川へ転落した謎の交通
事故を。三菱化学だね。

War Is Overさんがリツイート 
パイプの煙(反原発＝新アカウント復活) @pipenokemuri2 · 16時間16時間前 
箱根新道だと「早川」に流れ込んだっつう事がやｗｗ！"@nanachin1974 ◆トレーラ
ーが川から転落し男性死亡 化学物質が川に流出し被害広がる" @5Riverlife
https://twitter.com/nanachin1974/status/615545655226818560 … 
https://twitter.com/pipenokemuri2/status/615666929773117440/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
東日本、北海道方面にかけて東電福島原発の風が行きます。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/615621439773786112/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
海外在留の日本人 過去最多の１２９万人余　（NHK)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/320.html …

https://twitter.com/nanachin1974/status/615545655226818560
https://twitter.com/pipenokemuri2/status/615666929773117440/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/615621439773786112/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/320.html


War Is Overさんがリツイート
Y.N @akasa_quake · 6月29日 � Paris, Ile-de-France 
フランスやばい、パリで40度。天気予報で「何が起こったんでしょう？水曜日に我々
は死ぬでしょう。」って言ってる。

On va tous mourir... 
https://twitter.com/akasa_quake/status/615509695487471616/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
遠呂智(OROCHI) @n_orochi · 6月29日 
神奈川・箱根町でトレーラー事故、４０メートル落下・炎上

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150629-00000024-jnn-soci …
#Yahooニュース
午前３時 の出来事だったんだ。こんな事故あったなんて知らんかった。隣町に住んで
るのに…

War Is Overさんがリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 6月28日 
NHK７時のニュース、トップニュースが「なでしこジャパン」を延々と、もう８分も
。お次が台湾のロックフェスでの火事、これも長々と。次、ギリシャがIMFから「カツ
アゲ」されるニュース。次、拉致被害者。次、「うるう秒」。次「たま駅長」。安保

関連一切なし！暴言ハゲのツラ、見たかったぞ。

War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 5月17日 
首相官邸　正気か!?
行政

子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう

http://nufufu.com/life/it-accustoms/ …
高校生

満１８歳で全ての国民に１年ないし２年間の奉仕活動を義務づける

＝徴兵？

https://twitter.com/hopi_domingo/status/599915843594530816/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 

https://twitter.com/akasa_quake/status/615509695487471616/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150629-00000024-jnn-soci
http://nufufu.com/life/it-accustoms/
https://twitter.com/hopi_domingo/status/599915843594530816/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI


カラーひよこ染色業／ジャンボタニシ養殖業 @pns_moe · 23分23分前 
遷都するなら必ずフクイチにお願いします。福島ではなく、双葉と大熊の合併したフ

クイチ市です。空いた東京の土地はウナギ養殖池にするしかない。ついでに改元する

なら元号は「原発」です。これ以外ない。

War Is Overさんがリツイート 
ちぇるの @ReiCherno · 12時間12時間前 
ギリシャに借金返すアテネェって

かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

amaちゃんださんがリツイート 
ちえぞう @tchiezinha · 16時間16時間前 
【辺野古 緊急！】
先ほどゲート前にて1人が機動隊に、1人が軍警に拘束されたと情報が入りましたが、2
人とも名護署へ連行されたそうです。全国から不当逮捕への抗議をお願いします！

名護署：0980-52-0110



（２０１５年０７月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年０７月）
 
 



（７月１日）　今日は休み。／【脱毛】／徐々に抜ける【被曝症状】。

http://85358.diarynote.jp/201507011004295345/
2015年7月1日
 
遅ようめございます？０９：２５です。

今日は休み。

札幌は降水確率５０％の高曇り。

…予定は銭湯出撃…
…（〜〜；）…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507011322591589/

【脱毛】／徐々に抜ける【被曝症状】／危機感が減少し「自分自

身が気がつかない」／信じ難いが本当の話しである。

2015年7月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1aK92CwwSyg
葉加瀬太郎 組曲「NIPPON」より MATSURI【OFFICIAL】

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
震災１年、大学生の「海馬」が萎縮　http://bit.ly/1rHmUvr

War Is Over @kenshimada · 3時間3時間前 
チェルノブイリ事故の被曝者をずっと診察してきた医師が指摘するのは、被曝者のほ

ぼ全員が「中枢神経障害に罹る」という事実。脳の機能低下・知能の低下・無気力症

状という形で表れ、自殺も増加した。問題なのは、これを「自分自身が気がつかない

」ということ。

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
飲食物の基準値が甘いためで、さらにチェルノブイリの時よりβ線、α線核種の比率が

高いので、今後の健康被害は、はるかに大きいと予測できます。同時に中枢への影響

が大きいので、危機感が減少し、櫛歯状に人が減っても気にしない、という状態

カラパイア @karapaia · 14時間14時間前 
【RT300UP】 アスペルガーやADHDなどの発達障害の大学生が増加中
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52079072.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/615829656470577153/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
水鳥 @minadorin · 18時間18時間前 
SDカードを分解したらmicroSDが出てきた。 今年一番驚いてる 
http://pic.twitter.com/UVhc07dGx9

http://85358.diarynote.jp/201507011322591589/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=1aK92CwwSyg
http://bit.ly/1rHmUvr
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52079072.html
https://twitter.com/karapaia/status/615829656470577153/photo/1
http://pic.twitter.com/UVhc07dGx9


https://www.youtube.com/watch?v=o_Z4xmaesAE&spfreload=1
【作業用】泣ける的ピアノ＆ストリングス系インスト曲集

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 40分40分前 
名無し：06/30 15:18
「乾癬」の軽いやつ？みたいのが、顔と頭皮に出て、皮膚が炎症を起こして、4・5日
くらいの短いサイクルで剥がれる。都内在住

http://articleimage.nicoblomaga.jp/image/20/2015/2/7/273a3bbe45f59f008e7f5806ba512b91e7d5d3431424464404.jpg
…

War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
ホワイトフードさんより現在の空間線量。雨と共に全国的に上がってる。関東でも最

大2 倍の箇所あり。
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/

War Is Overさんがリツイート 
蔦木俊二 @lionjapan · 2時間2時間前 
放射能雨・・熊本空間線量公式で0.1μ越え。なんだこりゃ。 #mixi_diary
http://open.mixi.jp/user/110966/diary/1943684889 …

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
ＮＨＫ＝国民の敵　http://amba.to/1sHF6F3

War Is Overさんがリツイート 
直幸 320 @_o · 4時間4時間前 
RT @prophet_eagle 網膜剥離、くも膜下出血、指の骨折。いずれも、身体が放射能を
体外に出そうと、大量にカルシウムを消化するため起こる反応病状。カルシウムは補

うことが急務だ。死ぬな。カルシウムを補い、魂を守れ！命と魂を、大切に！ via
@romitasu2002

War Is Overさんがリツイート 
情報探求 @kennkou1 · 4時間4時間前 
【怖すぎ】神奈川県の広い範囲で「硫黄臭がする」との報告が相次ぐ！箱根山の調

査チームもガスの増加を指摘！30センチの噴石も！ http://saigaijyouhou.com/blog-
entry-7048.html …

War Is Overさんがリツイート 
ヒトを笑うネコ（時々パリ） @tokidokiparis · 7時間7時間前 
ヒトを笑うネコ（時々パリ）さんがリツイートしました War Is Over
「日本人の二人に一人が癌になる時代になりましたが…」とクロ現。
いつの間にか５０％に罹患率が世の常識になってるらしい。 

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
３１１以降、大好きだった鮭カンの骨を食べなくなった。食べると手の先が痺れて怖

https://www.youtube.com/watch?v=o_Z4xmaesAE&spfreload=1
http://articleimage.nicoblomaga.jp/image/20/2015/2/7/273a3bbe45f59f008e7f5806ba512b91e7d5d3431424464404.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://open.mixi.jp/user/110966/diary/1943684889
http://amba.to/1sHF6F3
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7048.html


くなった。太平洋の魚貝類は放射能でヤバいな。

War Is Overさんがリツイート 
BLACK FLAG @anarco_kurohata · 13時間13時間前 
空間線量グラフ【全国版】

http://ra.sssc.cc/ 
やはり雨には絶対当たってはいけないよね…。
傘さしてない人、ジョギングしてる人…福岡も多過ぎ。
雨に濡れてる子供なんか見てたら本当に悲しい。 
https://twitter.com/anarco_kurohata/status/615901115163357184/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
さ〜ちゃん @sayunalily1 · 13時間13時間前 
いつものことですが、また、雨とともに、西日本の線量が上がっている件 
https://twitter.com/sayunalily1/status/615908384403927040/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 13時間13時間前 
おお、明日から、海外移住する日本人富裕層にとうとう「出国税」が課されるそう

です。

War Is Overさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 14時間14時間前 
藤沢市、上限設定かかっているみたい

現在 49ＣＰＭ（およそ 0.3μsv/h）まで上昇しているから。
神奈川県は今後も要注意

Lightworker @Lightworker19 · 15時間15時間前 
倫理的には、人間が創り出した放射性物質によって誰かが死んだらそれは「殺人」で

あり、誰かが健康被害を負ったらそれは「傷害」です。　http://bit.ly/17OVNE4

War Is Overさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 17時間17時間前 
@kotorihime 【女性週刊誌が大手全国紙よりも正論を述べる異常事態】
”安保法制”を推進する安倍政権のやり口はまるで「悪徳商法」　（女性自身）
　http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150630-00015001-jprime-ent …

Lightworker @Lightworker19 · 6月30日 
どんなに頑丈な人でも、放射能には絶対に敵わない。逃げるしか無い。東京でデモが

行われているというが、デモをしている場合ではない。今すぐその汚染地を去るべき

。なぜなら東京はすでにチェルノブイリだから。http://bit.ly/112sCYP

Lightworker @Lightworker19 · 6月30日 
世田谷区八幡山で110μsvのウルトラ・ホットスポット。「放射能シティ」＝世田谷。
　http://bit.ly/1MYeA3B

Lightworker @Lightworker19 · 6月30日 

http://ra.sssc.cc/
https://twitter.com/anarco_kurohata/status/615901115163357184/photo/1
https://twitter.com/sayunalily1/status/615908384403927040/photo/1
http://bit.ly/17OVNE4
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150630-00015001-jprime-ent
http://bit.ly/112sCYP
http://bit.ly/1MYeA3B


【被曝症状】脱毛・徐々に抜ける　夜中に腎臓のあたりが痛くなる・腎臓炎・膀胱炎

・おねしょ　中耳炎を繰り返す　http://bit.ly/1boz45p

Lightworker @Lightworker19 · 6月30日 
被曝は、ありとあらゆる病気を引き起こす。細胞のDNAを直接破壊してくるんだから
、当たり前だよね。

https://www.youtube.com/watch?v=I_v8bs7zhSE
NO PASARÁN! Canciones de guerra contra el fascismo [1936-1939][CDFull] 

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
なにしろ、日本の組織は誰も責任を取らないのだ。福島第一原発が爆発してから、ど

うなったのか調べてみればいい。「プルトニウムは飲んでも大丈夫」の東大教授も、

「ただちに影響がない」の政治家も、「飛び散った放射能は東電の所有物ではない」

の東京電力も、誰ひとりとして刑務所に行っていない。

War Is Overさんがリツイート 
prometheus @prometheus2054 · 4時間4時間前 
ギリシャは働かなさ過ぎて国家がデフォルト危機にあるが、一方日本は、働きすぎで

、政治経済政策の問題を知り抗議活動できず、どんどん売国されるので、国家ではな

く国民家計がデフォルト危機にあるというｗ　働かなさ過ぎも働きすぎも駄目ってこ

とだね 

War Is Overさんがリツイート 
やっぴぃ @yappyJP · 16時間16時間前 
大赤字で増税したのに、何で増税分より公務員のボーナスの方が上がるのよ？　税金

から9兆円も貸してるのに、何で東電のボーナスが上がるのよ？　何でよ？　／　国家
公務員に夏のボーナス＝5．7％増、平均61万9900円 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20150630-00000055-jij-pol … #Yahooニュース

War Is Overさんがリツイート 
岡星妙太郎 @goldenpneuma · 16時間16時間前 
以前にも同じことツイートしましたが、ギリシアの破綻の一番大きな原因はオリンピ

ックの開催です

War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 6月29日 
う〜ん…!? 
2014年 世界の政府純債務残高(対GDP比)ランキング
http://ecodb.net/ranking/imf_ggxwdn_ngdp.html …
日本はギリシャに次いで2位…。 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/615542572803489793/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
れんだいこ @rendaico · 10月19日 

http://bit.ly/1boz45p
https://www.youtube.com/watch?v=I_v8bs7zhSE
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150630-00000055-jij-pol
http://ecodb.net/ranking/imf_ggxwdn_ngdp.html
https://twitter.com/hopi_domingo/status/615542572803489793/photo/1


｢日本の税収約５０兆円、公務員人件費２７兆円｣云々。これに竹原市長が明らかにし

た自治体の給与経理「阿久根市の税収２０億円のうち全職員の人件費総額は約１７億

３千万円、税収の８５％が職員給与。年収７００万円以上の職員が５４％」。信じ難

いが本当の話しである。機密をもっと明らかにさせよう
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（７月１日）

http://85358.diarynote.jp/201507011421204631/

神奈川県で硫黄臭／硫化水素は混ぜれば発生／昨日トレーラー

横転、化学物質／原子炉冷却に注入した海水から 放射性硫黄。

2015年7月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
これ。

「外が硫黄臭いとネットやTwitterで話題
：http://blog.livedoor.jp/rbkyn844/archives/8020099.html …」
明け方の4時ぐらいからツイッターでも急上昇してる。硫黄自体には臭いは無いはずな
ので、たぶん、硫化水素の臭いじゃないかな？という話

あき魂 @Akitaandiwata · 1時間1時間前 
まぁ一般的には硫化水素臭は硫黄臭ていうよね

いちいち硫化水素臭なんていうやつは温泉ファンマニア

だから世間一般の人と会話するときは硫黄くせーと言う

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201507011421204631/
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箱根：ドンという感じの３回の有感地震

7月01日：3時44分
7月01日：8時45分
7月01日：8時54分
明け方の4時ぐらいから、神奈川に住む人達が「なんか、外が臭い！」と騒ぎになって
るけど、3時44分が怪しいかもね。

小岡 賢治 @kenjikooka · 2時間2時間前 
硫化水素自殺については解説しているサイトが結構あって、第一発見者を巻き込まな

いための張り紙のPDFファイルも用意されていた。 
https://twitter.com/kenjikooka/status/616070469251301376/photo/1

R-BIKE @rbike · 4時間4時間前 
今朝方、厚木や八王子で硫化水素臭がすごかったのか。同時刻に広範囲で…まさか箱
根から風に乗ってなんてことはないだろうが。

War Is Overさんがリツイート 
情報探求 @kennkou1 · 4時間4時間前 
【怖すぎ】神奈川県の広い範囲で「硫黄臭がする」との報告が相次ぐ！箱根山の調

査チームもガスの増加を指摘！30センチの噴石も！ http://saigaijyouhou.com/blog-
entry-7048.html …

あかみ @akami_orihime · 4時間4時間前 
自民党に災害対策任せちゃいられないよ。今のままだと、東南海地震発生して浜岡原

発が爆発して浜松市や高知市が消滅しても、自民党は「災害？何があったんですか？

」が24時間くらい続くぞ。

パイプの煙(反原発＝新アカウント復活) @pipenokemuri2 · 4時間4時間前 
【福島原発の放射性物質飛散予報】７月１日〜３日１０時予測＜Ｂｙ＿ＭｅｔｅｏＧ

ｒｏｕｐ＞福島原発由来の放射性物質含む風は高汚染地域周辺及び関東信越更に北日

本に流れ関東甲信に拡散し当該地域は降雨や風二次飛散,窓開放,洗濯物の外乾燥に
注意！ 

陣 No War&Nuke&Hate @zinjoutarou · 8時間8時間前 
陣 No War&Nuke&Hateさんがリツイートしました 最新ニュース動画
【富士山は大丈夫なのか？】

浅間山も心配だし、本当に噴火したら関東に降り積もる火山灰は、野菜や機工場や交

https://twitter.com/kenjikooka/status/616070469251301376/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7048.html


通機関、人間にもまずいよ。なしてや、そんな中での浜岡原発の再稼働やリニア新幹

線だとか、まともにリスクを考えているのか疑問だらけ

War Is Overさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 14時間14時間前 
藤沢市、上限設定かかっているみたい

現在 49ＣＰＭ（およそ 0.3μsv/h）まで上昇しているから。
神奈川県は今後も要注意

ヌメガ @sixweuuy · 16時間16時間前 
硫化水素は混ぜるな危険の物質混ぜれば発生するんだよね 確か

天宮志国邇具志天津日高穂之宮命 @candle9222 · 17時間17時間前 
神奈川県の事件・事故に偽装したテロ事件について

昨日 神戸ナンバーのトレーラー横転・化学物質あゆ１万匹
11時 綱島・野郎ラーメン火災
11:30 新幹線放火
12:30 箱根山火山速報

Ale @viaduk324RtoJ · 18時間18時間前 
焼身自殺は意外と戦後〜1970年代後半頃にかけては主流な方法のひとつだったんだ
よね。昔はそれほど高いビルも無かったし練炭がメインになるのは1980年代中盤頃か
らだしね。硫化水素はここ10年で一気に急増。初期の報道なんか見ると「なんらかの
薬品を混ぜた跡」とか言ってたりして興味深い。

たけ @takemaru0326 · 24時間24時間前 
箱根山の爆発、箱根新道からのトレーラー横転死亡事故からの鮎シーズン真っ只中の

早川への毒物流入、群発地震ときて、新幹線車内での焼身自殺事件…西湘地域祟られ
ているとしか思えない程の騒動多発です。

西原しげきbot(浜岡原発永久停止) @shigechan_fan · 6月30日 
南海トラフ大地震の震源域、産業人口の密集地、東京都と名古屋大阪の中間に位置し

ていて日本そのものが沈没する。浜岡原発はそもそも立地地域として不適格でした。 #
浜岡原発 #永久停止

War Is Over @kenshimada · 6月28日 
2011年3/24関東各地で見られた黄色い物質の正体？→ 同年8/16の時事通信　「福島第



１原発事故で、原子炉冷却に注入した海水から 放射性硫黄が発生し、米カリフォルニ
ア州まで飛散していたとする観測結果を、カリフォルニア大の研究チームが１６日ま

でにまとめた」

MI∧nonJP @MianonJP · 6月26日 
:雨の後の黄色い粉も、最初は、文科省は心配して問い合わせた人達に「花粉だから心
配しないように」と嘘を、後から放射性硫黄だったとカリフォルニア大の研究チーム

が発表http://metabirds.net/j_%253A%252F%252Ft.co%252FvFxr9cDafm … #

上条茜◆反核猫 @akanetwit · 6月24日 
上条茜◆反核猫さんがリツイートしました AntiEarthUnitedGovt�
放射性硫黄（半減期：８７．４日）、6ヵ月後の9月でも、自然放射線（通
常300~900Bq／㎥）より約100倍高い値を観測（観測した全てのサンプルで）。←活発
に活動して中性子を放出しまくりの、この約９０日後に「冷温停止状態」の嘘。 

otatomoko＠出版人publish @otatomoko1 · 6月21日 
御岳山噴火、重傷１２人…山小屋に３７人　硫化水素の噴出により山頂付近の捜索·救
助は不可能 http://matome.naver.jp/odai/2141179477974318801 …
#御嶽山噴火　#御岳山　#御嶽山

悩む前に逃げろよ…！

西原しげきbot(浜岡原発永久停止) @shigechan_fan · 6月30日 
南海トラフ大地震の震源域、産業人口の密集地、東京都と名古屋大阪の中間に位置し

ていて日本そのものが沈没する。浜岡原発はそもそも立地地域として不適格でした。 #
浜岡原発 #永久停止

上田博之 @ueda01 · 1月29日 
スクラップ置場の火事はまだまだ燃え続けています。化学消防車も藤沢市から駆けつ

けてくれているようです。

また、海老名市からも応援の消防車が来てくれていますが、どこも燃料切れになり補

充などに大わらわです。

中原街道は通行止めです。 
https://twitter.com/ueda01/status/560672040298889216/photo/1

http://metabirds.net/j_%253A%252F%252Ft.co%252FvFxr9cDafm
http://matome.naver.jp/odai/2141179477974318801
https://twitter.com/ueda01/status/560672040298889216/photo/1


（７月１日）　…抗うべきほんとうの敵は誰で、命題は、何なのか…？

http://85358.diarynote.jp/201507012317552519/

東電は水蒸気が遺伝子破壊するトリチウムと認めた。箱根は火山

性ガスが出ている。呼気から放射性物質を吸入してしまう内部被

曝が８０％です。だれも責任を取らない。

2015年7月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

作業中の、ひろいもの…☆（＠＠；）…☆
https://www.youtube.com/watch?v=53ek8W3SWFU
【ろん】こちら、幸福安心委員会です。

火山たんさんがリツイート 
げんぞー@永遠の古楽初心者 @kerberos7bwv · 2時間2時間前 
「噴火ではあるが、蒸気に火山灰が混ざった程度と推定される。…新たな噴気孔につ
いて、本格的な噴火が起きるまで火孔と呼ばない…」←この文を、火山についてはほ
ぼ素人の家族に読み聞かせたら失笑された。そのくらい、気象庁はおかしなことを言

ってますね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
「想定外です」

http://85358.diarynote.jp/201507012317552519/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507012317552519_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507012317552519_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507012317552519_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=53ek8W3SWFU


この言葉の意味、原発事故で、よくわかった人が多い。火山も同じ。「噴火の可能性

は低い」とか「小規模な噴火」なんて言っていたら「あ〜念のため、備えよう」と思

った方が良い。今回の箱根も「噴火はしない」と言ってた大学教授がいる

だれも責任を取らないという語意が「想定外」

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
「(箱根24）なんでこんな小学生に教えるようなことを気象庁に言わないといけない
のか。」をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/841592

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
後方支援時の拘束「捕虜に当たらず」＝岸田外相

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150701-00000130-jij-pol …
後方支援自衛隊員は捕獲されてもジュネーブ条約対象外だって

拷問しても首ちょん切っても、日本政府は何もしないわけだね　岸田君

火山たんさんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news · 8時間8時間前 
改正活火山特措法成立 避難計画義務づけ http://nhk.jp/N4K14Fe6 #nhk_news

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 11時間11時間前 
＜箱根山噴火＞浅間山などの研究者が気象庁の対応疑問視（毎日新聞） - Yahoo!ニュ
ース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150701-00000013-mai-soci …

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
なにも知らず、知らされず、

知らせる職責のある人が、知らせないで、

死んで行く人がいたら、それって殺人では？

未必の故意。不作為の殺人なのでは？

自分の心にウソつけるの？

https://www.youtube.com/watch?v=DWqZoQc6Z6I
まだダメよ 

http://togetter.com/li/841592
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150701-00000130-jij-pol
http://nhk.jp/N4K14Fe6
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150701-00000013-mai-soci
https://www.youtube.com/watch?v=DWqZoQc6Z6I


neko-aii @neko_aii · 1 分1 分前 
"nomoretokyo 2015年1月11日
本当にあった怖い話

10年前から一緒に仕事してる優秀なスタッフ
2年ほど前から電話が物凄く長くなった
話していて要件を思い出せなくなるらしい

仕事も非常に遅くなり、ミス増

東京23区住
食事はコンビニ弁当。ヘビースモーカー"

Lightworker @Lightworker19 · 14分14分前 
東京の空間線量は、現在のところ0.05μSv/h程度であり、東電原発事故の影響はもはや
ほとんどないように見られます。しかしそれは、単に外部被曝の危険性が少ないとい

うことしか意味していません。　http://bit.ly/1zEfqxo

http://nerv.link/6vklLJ
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 26 分26 分前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
繰り返し恐縮ですが、これは深刻だと思う。

「今朝の硫黄臭いという騒動」　箱根は、かなりヤバイ噴火をしてるということ。火

山性ガスが出てる状態。「原発はメルトダウンはしていない」と同じ。後で「ごめ

んね、メルトダウンしてた」と同じ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 50分50分前 
こないだ巨大噴火した（口永良部島）

今日、変だったのでメモしときます。島全体の、あちこちの地面から「水蒸気？

噴気？」と見えるようなものが出ていた。これは霧じゃないね

気象庁：16時（http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150701160018.html …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
放射能汚染で被曝、なんてもんじゃないからね

一瞬だからね。火山噴火はね。人類が「今、生きてる、この地球上の時間」なんて、

地球の起源からしたら、ほんの数秒の出来事。この間、日本は何度の巨大噴火を繰り

返し、日本列島ができたか？　そういう事も考える感性が、これからの日本で必要で

すよね

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 1 時間1 時間前 
にほんがおせんされる 

http://bit.ly/1zEfqxo
http://nerv.link/6vklLJ
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150701160018.html


https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450696549631143936/photo/1

火山たん @volcano_tan · 1時間1時間前 
県、食料備蓄呼び掛け　浅間山噴火に備え http://www.saitama-
np.co.jp/news/2015/07/01/09.html …
いや、えっと、今のところ浅間山でそこまで大規模な噴火が起きる予兆は確認されて

いないんだけれど…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
東京の人は「首都直下巨大地震の備え」はしてるだろうけど

加えて「噴火」の備えもしておいた方が良いです。今年になってから、もう何度も言

ってますけど「巨大噴火が起こったら、食品などの物流はどうなるのか？事前に何を

備えれば良いのか？」は、ご自分でグーグル先生で調べておいた方が良いです

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
箱根町：宮城野

火山性ガス（二酸化硫黄）の濃度

18時：0.105ppm
19時：0.118ppm
20時：0.123ppm
上昇中ですね。火山マグマ由来のもの（神奈川県大気環境状況

：

http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107001.htm
…） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616213436603633665/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【原発事故】 あのさ…やっぱ放射能の影響出てない？　夏休みに20日間海外居たけど
明らかに体調良かった　抜け毛も少なかったし熟睡出来たし体のダルさ脹脛、つま先

の変な痺れ？みたいなのも無くなってた　http://bit.ly/1r1gNMZ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
あっちも、こっちも、火山

蔵王山：4月に（噴火警戒レベル）を、初めて上げて、こないだ解除した矢先。
「7月1日・気象台　蔵王山ですけど、6月17日から、また、火山性地震が増えてます」
←地元の観光業への配慮から、なかなか言い出せない 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450696549631143936/photo/1
http://www.saitama-np.co.jp/news/2015/07/01/09.html
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107001.htm
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616213436603633665/photo/1
http://bit.ly/1r1gNMZ


硫化水素

今日の早朝、神奈川で「硫黄の臭いがする」という騒ぎがあったけど、温泉に行った

時に「タマゴが腐った臭い」は、硫化水素の臭い。一般的に「硫黄臭い」と言われて

る

箱根にある「硫化水素」の注意看板。3時44分に噴出してると思う
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616195109344841728/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
BOPPO @Boppo2011 · 3 時間3 時間前 
◆箱根山／硫黄臭

本日7/1　硫黄臭のツイが多いので調査
Yahooリアルタイム検索では今朝から
地図上に場所が特定できた位置をプロット

やはり、本日の風向きから見て「箱根山」

が発生源と見て、ほぼ間違いないでしょう 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3 時間3 時間前 
名無し：2015/07/01(水) 19:36 ID:XXXXXXXX
箱根の火山ガス濃度が18時から大幅に上昇
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107007.htm
…
#二酸化硫黄濃度が急上昇

War Is Over @kenshimada · 3時間3時間前 
311後に、福島県立医大で治療数が増えている病気。どれも凄まじい急増ぶり。
http://matome.naver.jp/odai/2141784470400989501 … 中でも気になるのは「静脈・リ
ンパ管疾患」や「閉塞性動脈疾患」など。こういう血液に関係するのはヤバイだろ。

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
平塚市長：甲状腺腫瘍摘出手術　http://bit.ly/112sCYP

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
天候が悪く大湧谷が見えないけど

連続的な小規模噴火が起こってるんだと思うよ。　箱根の宮城野地区の大気中の火山

性ガス（二酸化硫黄）の濃度が午後から高くなってると、ネットでは騒ぎになってる

けど、報道していないよ。報道規制かな？

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616191746699952129/photo/1

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616195109344841728/photo/1
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107007.htm
http://matome.naver.jp/odai/2141784470400989501
http://bit.ly/112sCYP
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616191746699952129/photo/1


amaちゃんださんがリツイート 
赤澤賢 @KenAkasawa · 4 時間4 時間前 
@tokaiamada 山梨県 山梨市の今ソラです(*_*)
長女の夢に出てキタ雲と同じ…との事です。
ちょっと怖いです。 
https://twitter.com/KenAkasawa/status/616189848869732352/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Dandy @qDandyp · 5時間5時間前 
東京湾潮位変動警戒。 
https://twitter.com/qDandyp/status/616171555077230593/photo/1

火山たん @volcano_tan · 6時間6時間前 
噴火によって噴出した火山ガスを中心とする気体に火山灰などの固体物質が混ざった

ものが流れる現象を火砕サージと言うんだよ。火砕流と似ているんだけれど、気体が

メインだから小さな地形を乗り越えて襲ってくることがあるんだよね。高温の場合は

とても危険なんだよ。

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
２ヶ月の被曝で糖尿病になる　http://bit.ly/LMWHpV

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
これ、昨日の夕方だ

神奈川県川崎区：放射線量の異常値（通常：0.035μSv/h）→（約0.12μSv/h〜
約0.2μSv/h）に急上昇。スパイクが3回という異常
前にもあった。近くに住んでる人は役所に問い合せた方が良いです

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616133710463680512/photo/1

火山たんさんがリツイート 
災害担当記者のつぶやき @antidisaster · 9 時間9 時間前 
小山真人・静岡大教授「谷沿いを進んだ泥流が下流域に被害をもたらす危険がある。

地震活動の高まりが地滑りを誘発することも考慮し、噴火と別に土砂災害への注意が

必要」 RT @shizushin: Web静新： ＜箱根山噴火＞土砂災害にも注意
http://dlvr.it/BNJVmm

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
神奈川県城ヶ島沖で、1週間のうちに水深が1.9メートル〜6.3メートル減少
　http://bit.ly/14fASVA

https://twitter.com/KenAkasawa/status/616189848869732352/photo/1
https://twitter.com/qDandyp/status/616171555077230593/photo/1
http://bit.ly/LMWHpV
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616133710463680512/photo/1
http://dlvr.it/BNJVmm
http://bit.ly/14fASVA


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
皆がしつこく追及したから、東電もトリチウム水蒸気を認めざるを得なくなったんだ

ろうね。状況を分析してどんどん発信をすれば状況は変わる。

ジャーナリストも重い腰をあげて東電に突っ込みを入れるし、誤魔化しきれなくな

る（そもそも誤魔化せてないけど）

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11時間前 
静岡県伊東市にもチェルノブイリ級最高レベル・ホットスポットの存在

http://bit.ly/Iy6tvd

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
認めたからと、この濃霧がどうなるものでもないね。せめて「八丈島に避難勧告が必

要なのでは？」と質問してもいいのでは？

ジャーナリストといいつつ意味のある質問をしないから、東電に加担してるように見

えてしまう。

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 17時間17時間前 
被曝させられた4000万人は 
このまま、黙って受け入れる覚悟なんですか？

もうすぐ病気地獄が待ってますよ。

遺伝子破壊するトリチウム吸いこんでまで

東京で働く理由があるんでしょうかね？

犠牲になるのは、子供たち。

https://twitter.com/k2cyan/status/615954903865757697/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
ついに東電はあの水蒸気がトリチウムだと認めた。

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
被曝症状最前線　8　皮膚症状　湿疹、あざ、ハゲ
http://inventsolitude.sblo.jp/article/147332812.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 24時間24時間前 
"hiromi_8　2012/05/25
＜現地情報＞

http://bit.ly/Iy6tvd
https://twitter.com/k2cyan/status/615954903865757697/photo/1
http://inventsolitude.sblo.jp/article/147332812.html


北九州市、職場で

1〜2分ほど続く異常な空咳をしてる人が
23(水)は2名、24(木)は4名。
23(水)に急に顔中に
吹き出物が出来たという人達がいた（全て女性）"
(たむごんの白熊ニュース)より

cmk2wlさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 6月26日 
2015年6月24日
おしどりマコさんによると

東電も放射性水蒸気が昼も夜も無く

２４時間噴出を認めてる

既に核燃料が地下水と接触

水蒸気と地下水脈の流れとして

大気と水流の両面で環境中に拡散し続けてる

これは日本が放射能臨界漏洩の

止まらない国になってしまったことを示してる

AKIRAさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 6月25日 
”@k2cyanオウムどころじゃないよね、世界中が被害受けてる @tart_k「致死量の放射
能を放出しました」2011年３月18日の会見で東電の小森常務はこう発言したあと泣き
崩れた#NHKが報道しない事 ”
国民の皆様、これも現実です

https://twitter.com/tart_k/status/475914504891424768/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=EHgAHMvbHHs
Truth Of My Destiny 

cmk2wlさんがリツイート 
truth　狼たちは知っている @wolvesknow · 6月7日 
官製デモでガス抜きさせられて、自己満足してる人のツイを見てる。

家畜奴隷が、抵抗してやったぜ、という満足感を感じる場所まで、奴等は計算して決

めている。

その場所ではない、違うところで抵抗するのが、彼らへのダメージとなるのに。

https://twitter.com/tart_k/status/475914504891424768/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=EHgAHMvbHHs


https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E
【MAD】 マミさんのテーマ - Credens justitiam - 【原曲×合唱】 

Lightworker @Lightworker19 · 2 分2 分前 
【拡散】呼気から放射性物質を吸入してしまう内部被曝が８０％です。東京にいるな

ら密閉された空間で空気を清浄機で綺麗に保ち、外に出ないようにするしか無いと思

います。果たしてそれが可能なのかどうか？出来れば１０００ｋｍ以上離れた福岡や

海外へ移住をお勧めいたします。

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

…抗うべきほんとうの敵は誰で、命題は、何なのか…？

まちがえては、いけない。

　

https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


（７月２日）　今日もバイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201507020939548606/

【心筋梗塞】痛みが治まったときが危ない／毎時１シーベルト超

す福島第１原発／東電「もう水冷とかめんどくせえからこのまま

燃料ぶっこぬく」。

2015年7月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

 
おそ？おはようございます。０８：４３。

今日もバイトは休み。

気温を見るのを忘れましたが、ほんのり蒸し暑いです。

夜中の雨はいったんやんで、明け方だけしばらく晴れてましたが、すぐに再び曇りはじめて、高

めの位置に膨大な量の雲布団が敷きのべられています。フクイチというより「各種火山の噴煙」

がベースになっていると推測される、どんより黒グレーです…
（－－；）

午後からの降水確率が再び５０％。

（〜〜；）

なんとか早めに動いて、降られずに済むことを祈りながら、銭湯出撃＆買い出し買い込みの予定

…

（７月から再び各種色々食品類の値上げ値上げ値上げ…！！）

もう音楽は手抜きうどんでいいや…
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended]

　うわ（＠＠；）ナニこれ！

地震マップ @eq_map · 4 時間4 時間前 
【M5.7】MACQUARIE ISLAND REGION 10.0km 2015/07/01 23:30:21JST, 2015/07/01
14:30:21UTC
(G)http://j.mp/1GOzpc9 (USGS)http://j.mp/1LVojpk

http://85358.diarynote.jp/201507020939548606/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507020939548606/
http://85358.diarynote.jp/201507020939548606/
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
http://j.mp/1GOzpc9
http://j.mp/1LVojpk


地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.8】SOLOMON ISLANDS 9.0km 2015/07/02 04:35:21JST, 2015/07/01
19:35:21UTC
(G)http://j.mp/1CaFG5A (USGS)http://j.mp/1KsnSUp

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.3】SCOTIA SEA 13.9km 2015/07/02 03:24:42JST, 2015/07/01 18:24:42UTC
(G)http://j.mp/1GOsuQ4 (USGS)http://j.mp/1GOswaM

Ｍ５超３連発！||||（＠＠；）||||

でもやっぱこれが一番イヤだな！

（＞＜；）

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.9】石狩湾 深さ7.9km 2015/07/02 00:34:28 http://j.mp/1ejku1U

この位置で、２万年前にも１度あったとかいうＭ７？来たら、

ほとんど平地の「広域札幌圏」人口数十万人…は、全滅よ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
２号機の原子炉格納容器付近で、毎時１シーベルト（1000ミリシーベルト）を超すき
わめて高い放射線量を遠隔操作で計測　/　「毎時１シーベルトの場所に１時間いると
、嘔吐（おうと）などの症状が表れ、人間は近づけない」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/1000-1f79.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
箱根町で二酸化硫黄の濃度が激増、先週の100倍以上に！箱根山の騒動後で最多の値！
硫黄臭の報告も減らず・・・

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7054.html …

http://j.mp/1CaFG5A
http://j.mp/1KsnSUp
http://j.mp/1GOsuQ4
http://j.mp/1GOswaM
http://j.mp/1ejku1U
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/1000-1f79.html#more
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7054.html


War Is Overさんがリツイート 
ソウル・フラワー・ユニオン @soulflowerunion · 4時間4時間前 
毎時１シーベルト超す高い線量　福島第１原発２号機格納容器付近 (日本経済新聞
6/29)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29HCD_Z20C15A6CR8000/ …
1シーベルト…。

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
フクイチ事故の放射能が1万キロも離れた北米大陸を汚染し、アメリカの著名医学雑誌
が1万4千名の死者が出たと正式論文を掲載。　http://bit.ly/1vxq47D

War Is Overさんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 3時間3時間前 
momoaさんがリツイートしました KYOKO
今は急病人を車両点検と呼ぶそうです。 

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
東電「もう水冷とかめんどくせえからこのまま燃料ぶっこぬく」　http://bit.ly/177k08v

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
チェルノブイリ１０年後、イノシシ４０万Ｂｑ/kgに生態濃縮
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/edecbbe043f2b9b2aab02a2935682d87 …
福島第一原発事故３年後、イノシシ５０万Ｂｑ/kgに生態濃縮
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18aa2f9d881254e2edbb92fd1904dfea …

War Is Overさんがリツイート 
CKS @_C_K_S_ · 9時間9時間前 
今日金曜日じゃないのに倒れてる人とか吐いてる人とかたくさんいる

neko-aii @neko_aii · 11 時間11 時間前 
(平成25年4月4日 日刊ゲンダイ)より
千葉・柏市や我孫子市にまたがる

「手賀沼」の流入水域。

沼から上流約１・６キロの

「大津川・上沼橋」の川底からは

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29HCD_Z20C15A6CR8000/
http://bit.ly/1vxq47D
http://bit.ly/177k08v
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/edecbbe043f2b9b2aab02a2935682d87
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18aa2f9d881254e2edbb92fd1904dfea


１キロ当たり１万４２００ベクレルの

放射性セシウムが検出された。 
https://twitter.com/neko_aii/status/616236672758362112/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
森都 @senyuchinese · 14時間14時間前 
本日5度目の停止信号に遭遇
……京浜東北線急病人多すぎ

War Is Overさんがリツイート 
山本健剛 @Kyta71115 · 16時間16時間前 
あざみ野で倒れてる人いる。心配停止で救急隊員が心臓マッサージしてた…誰かはわ
からないけど助かる事を願います。日々の健康に気をつけましょう。

Lightworker @Lightworker19 · 16 分16 分前 
経済学者 池田信夫 「燃やせば放射性物質は分解されて無害になるのを京都市役所は知
らないのか？」http://bit.ly/o56jTM #絶対に信じちゃいけない言葉

樹林伸(ドクター・ホワイト＠野性時代) @agitadashi · 3時間3時間前 
フクイチの事故以前に原発を推進した人達を責める気はない。かくいう僕だって、あ

の事故の前までは原発は『あり』だと思っていたんだから。でも、もう無理。あれを

動かすリスクを思えば、国立公園だなんだって理由で、世界有数の資源をもつ地熱発

電に目を向けない愚かさよ。どっちが環境に優しいんだ？

樹林伸(ドクター・ホワイト＠野性時代) @agitadashi · 3 時間3 時間前 
４年前の原発事故がフクイチだけで済んだのは、幸運が重なったからだ。確率からい

えば、フクイチが水蒸気爆発を起こし、人が近づけなくなった福島第二が同じく爆発

、同様に東海も爆発して、もう東京も人が住めなくなるところだったと、当の吉田所

長すら言ってた。怖すぎるよ、原発。

ｄｅｓｕｐｅｒａｄｏ @desupehannari · 7時間7時間前 
３．１１フクイチを見たフォロアーさん達は、皆思いました。ヌッポン沈没死んだ、

と。で、現在は、なんでもかんでも民営化だ、上場だ。日本株式会社は、株主と役員

だけが、別会社を作って資産持ち逃げして会社のハコモノだけが残る。

https://twitter.com/neko_aii/status/616236672758362112/photo/1
http://bit.ly/o56jTM


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
@shiwa_fueru @buick54aki 残り1%の支配者怪異級は、自滅しませんよ。
全国を「放射能汚染列島」にして、そこからどう稼ぐのかを事故直後から、官僚たち

は考えてます。だから、東北の汚染地域に大手企業が多く工場作ってるんです。そ

して、日本人＝外国人にする

Lightworker @Lightworker19 · 47分47分前 
Xeは直ぐに排出されますが、体内に取り込まれた放射性物質とXeで、その部分の脳の
機能低下が持続し、時刻感覚の喪失や食欲の増進、不安感の欠如、短期記憶の長期化

の阻害、などの症状が起きたと考えられます。http://bit.ly/Nc9cOW

War Is Over @kenshimada · 1 時間1 時間前 
オムロン「最近、3〜40代の女性アナウンサーやタレントの脳梗塞が相次いで報告され
ています」http://matome.naver.jp/odai/2140725229965932201 …　からだの片側の
麻痺、しびれ、脱力、感覚がにぶい、ろれつが回らない、言葉が出てこない、視覚障

害

amaちゃんださんがリツイート 
ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku · 3時間3時間前 
原子力事故で放射性ヨウ素が環境中に放出されたとき、胎児の被曝量は比較的に低か

ったにもかかわらず、脳障害がみられるのは脳発生のもっとも重要な期間（妊娠8か
ら15週）には限られず、甲状腺の被曝量が高いときにはそれ以降でも影響は及んでい
る

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
関東東北周辺の５０００万の人口が消えてなくなるということである。 以前、関東地
方の人々の１／２から１／３の人に「死相」が出ているという話があったが、それが

全く真実だったということである。http://bit.ly/XpHuRb

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
【心筋梗塞！痛みが治まったときが危ない】

心筋梗塞の発作である激しい胸の痛みは

我慢していると数時間でおさまります。

http://bit.ly/Nc9cOW
http://matome.naver.jp/odai/2140725229965932201
http://bit.ly/XpHuRb


痛みが治まると、安心するかもしれませんが

ここからが一番危険な状態

心筋が壊死することによって痛みを感じなくなっただけ

(痛かったニュース(ﾉ∀`))より
…

War Is Overさんがリツイート 
元山ゆん @stmatthew70 · 15時間15時間前 
#見捨てられた初期被曝　いったいあの時の初期被ばくはどれくらいだったのか。あの
時の自分の行動によって、子どもはどれくらい被ばくしてしまったのか。そういった

ことを再検証したいわけですよ、お母さんたちは。少なくとも私は。

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

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
辺野古基地建設に抗議した2名が公務執行妨害で逮捕⇒反対派住民ら激怒！名護署や辺
野古前で抗議デモ！早朝から１００人近くが参加

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7055.html …

https://www.youtube.com/watch?v=jTPD6cPym_M
ソウル・フラワー・ユニオン 「平和に生きる権利」
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いま晴れてる！　銭湯出撃…ッ 　
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（７月２日）　明日は体調不良者続出で大変だろうなぁ…

http://85358.diarynote.jp/201507022129092436/

【動乱】節ッ！

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

https://www.youtube.com/watch?v=aReD50lgCnk
極東戦線異状なし！？ - ソウル・フラワー・ユニオン Soul Flower Union 

おばんです。２０：２１。

（＾＾）

速め早めに動いたおかげで雨に濡れずに済み、買い込みリストは欲をかかずに半分で諦めまし

たが、速く帰宅した分、昼寝？（夕寝？）もできました。

（＾＾）

…で…。…（〜〜；）…

寝ているあいだに、ざっと雨が降って…

なんだ、この線量上昇は…ッ！★

https://www.youtube.com/watch?v=FpQXJIyUmhQ
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海行かば 山行かば 踊るかばね / SOUL FLOWER UNION　　NO NUKES 2012 

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.2】根室半島沖 深さ91.5km 2015/07/02 13:13:42
(G)http://j.mp/1IuGtzi (アニメ)http://j.mp/1FTs895

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 斜里町 
【M3.6】知床半島付近 深さ6.1km 2015/07/02 12:35:25
(G)http://j.mp/1GPa8yp (Y)http://j.mp/1LJbhy9 (アニメ)http://j.mp/1CLzhID

https://www.youtube.com/watch?v=ZGRvl9l6yUc
伊藤多喜雄　「ソーラン節」

https://www.youtube.com/watch?v=ncvI_9-ilzI
The Orchestra Asia　オーケストラ　アジア　ソーラン節 

https://www.youtube.com/watch?v=dFC9MXgPCTg
ソーラン節 をヘブライ語で解釈する。 

https://www.youtube.com/watch?v=QKPP9BMXeJM
喜納昌吉&チャンプルーズ, SOUL FLOWER UNION - 騒乱節 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月2日22:51
札幌は22時48分現在、凄まじい異臭のする空気に襲撃されていて窓が開けられません。
(∋_∈)
これは明日は体調不良者続出で大変だろうなぁ…
（；‾Д‾）

そして不吉な満月？が冲天に…
(・_・;)

…あれ？位置が低くないか…？
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（７月２日）　何よりも怖いのは　東京民と話してても誰一人として放射能の話題を口
にしないこと　こっちからも怖くて聞けないしもう何なんや。

http://85358.diarynote.jp/201507022213228203/

ハゲ→死亡／東京多摩で硫化水素臭。火山ガス余裕で届くよ／フ

クイチは水蒸気だけじゃなく、火まで噴き出している／日本から

逃げる人々。

2015年7月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

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

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 4 分4 分前 
日本から逃げる人々 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450525791235764224/photo/1

neko-aii @neko_aii · 10 分10 分前 
"maibaba11 2012年9月23日
ストレスのせいばかりとは

言切れない事例が各地で頻発

皮膚疾患、下痢、だるさ、頭痛、吐き気、発熱

咽喉痛、関節痛、歯がボロボロ

集中力の低下等あらゆる症状が

一斉に発生してる印象

チェルノブイリの時とそっくり

（ジュノーの会）"

amaちゃんださんがリツイート 
窪田 誠／緑の党Greens Japan @kubota_photo · 12分12分前 
【これは酷い】

隣の湖では、ザリガニからセシウム55Bq/Kg、ストロンチウム12Bq/Kg が検出されて
いる。子どもが駆除を兼ねこれを茹でて食べる？！

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/693537/218879/81111832 … 
https://twitter.com/kubota_photo/status/616573973946499072/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 17 分17 分前 
【東電】実は汚染水漏れ口を２年超放置してた。ちなみに修理不可能

　http://bit.ly/152J6GZ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 25分25分前 
数日前の噴火で温泉も止まり

地元で商売してる人は可哀想だけど、当分、収束しないよね

気象庁が小出しにしてる「データ」は悪化してる。地元では「噴火警戒レベル５」
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の（即避難）になった場合の検討をしてると、ネットでは報道されてるけど、早め早

めな対応をした方が良い。御嶽山の二の舞になる

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 43分43分前 
火山性微動があり、山体も膨張してるし

この現象はマグマ由来なのだし、そして火山性地震が、1日で600回以上も起こり、そ
れで「気象庁：こないだ崩れて開いた穴の直径は20メートルでした。他にも新たな噴
気孔ができてました」って。危ないわ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616562753302454272/photo/1

火山たんさんがリツイート

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 1時間1時間前 
【箱根山 新たに３つの噴気孔を確認】３１日と１日、ごく小規模な噴火が確認された
神奈川県の箱根山の大涌谷では、新たに３つの噴気孔ができているのが気象庁などの

現地調査で確認されました。　http://nhk.jp/N4K24Fh3

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
この穴、大きさが20メートルもあるんだね
他にもボコボコ穴が開いて、新たな噴気孔が出来始めてるという報道

「大湧谷：新たに3つの噴気孔ができているのを、気象庁が現地調査で確認した
。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150702/k10010136411000.html …」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616558021456474112/photo/1

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 1時間1時間前 
モルモット 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450313241927753728/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【拡散】tokaiama バスの運転手は、高 速道路や汚染のひどい場所を通行し、汚染食材
の食事ばかりするので、どうしても放射能汚染の影響を受けやすい。長距離トラック

も同じで、これから運転中に心筋梗塞で死ぬ運転手が激増するはずだ

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：07/02 17:32
台湾で建設中の日本製原発 反原発の世論を受け建設止まる
台湾電力が台北郊外で計画していた第４原発の建設…正式に凍結
http://www.sankei.com/world/news/150701/wor1507010059-n1.html …

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
セシウム放射能！—やっぱりそうだった！　西濃全域と岐阜、羽島でも症状訴え　目

のかゆみ、じんましん 　http://bit.ly/qqRIox

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：07/02 10:24
神奈川県や東京多摩で硫化水素臭

これ箱根大涌谷からではない！とか

地図見たことないのかな

火山ガス余裕で届くよ

http://i.imgur.com/Pvpto1ml.jpg 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/616531678085812224/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
食っては行けません！ 番組で『福島産』食ったら！ 三宅ハゲ→死亡 やしきたかじん
→癌 辛坊→癌 ◎以上の結果になりました。 http://bit.ly/1diAH6r

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
伊方原発汚染マップ http://bit.ly/10UR0uT 
https://twitter.com/Lulu__19/status/322213935296159744/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616562753302454272/photo/1
http://nhk.jp/N4K24Fh3
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https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450313241927753728/photo/1
http://www.sankei.com/world/news/150701/wor1507010059-n1.html
http://bit.ly/qqRIox
http://i.imgur.com/Pvpto1ml.jpg
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/616531678085812224/photo/1
http://bit.ly/1diAH6r
http://bit.ly/10UR0uT
https://twitter.com/Lulu__19/status/322213935296159744/photo/1


7月2日 15時05分
宮城県東方沖（Magnitude 4.6　depth 60km：最大震度3）
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150702150954395-021505.html …
7月2日 15時07分
兵庫県北部（Magnitude2.6　depth54km）

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
爆発的な噴火が起きると、火口から噴石が飛んでくることがあるんだよ。そのサイズ

は手のひらに乗るくらいの小石から、大きいと人の背丈を超えるような岩石にまでな

るんだよ。大きな噴石の場合は、鉄筋コンクリート製のシェルターさえ破壊される事

があるんだよね…

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
「東京・多摩地区で高濃度セシウム！“チェルノブイリ基準”上回る」奥多摩町など多摩
地区で１０万〜３０万ベクレル。２３区内では葛飾区柴又、東金町、水元公園や江戸

川区北小岩の一部で３万〜６万ベクレルと、周囲より高い地域があった

。http://bit.ly/mZy0u5

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
ふくいち2号機がやばいらしい・・ http://bit.ly/teo9nH

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
「プールで放射性物質を測ったら水１キロあたり２万ベクレルもあった

」http://bit.ly/P7nz1n

安保 隆 @AmboTakashi · 9 時間9 時間前 
フクイチは水蒸気だけじゃなく、火まで噴き出している。「植民地日本」の「崩壊記

念日」はいつ、どこで、誰が

発表するんでしょうか。

http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/07/post-1415.php …

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
【伊方も危ない！】伊方原発は爆発する　http://bit.ly/10Fpv6H

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
山が膨張する＝山体膨張

「マグマの上昇や蓄積によって、山体が膨張すること。GPSなどで精密な測量を行い
、山体の膨張や収縮を継続して観測することで、噴火予知に役立つ情報が得られる

（http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/257371/m0u/ …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616431589686276096/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
大涌谷：7月2日
「大涌谷には新たな噴気孔が発見され、非常に活発に噴気が噴出しています。時折小

規模な噴火が発生している可能性があります。箱根山全体は膨張する傾向で、この傾

向は止まっていません。引き続き警戒が必要です。神奈川県」

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616426135354671104/photo/1

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 10 時間10 時間前 
手足口病 全国的に流行・手洗いの徹底を
http://www.rescuenow.net/%e5%8d%b1%e6%a9%9f%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%88%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/1813
…
手足口病の流行が拡大しています。

手足口病の流行発生警報を発表した県は以下の通りです。

群馬県・滋賀県・京都府・山口県・鳥取県・高知県・徳島県・香川県・大分県・佐

賀県・鹿児島県(報道まとめ)

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11時間前 
皮膚が全部垢になって剥がれおちて、下の生肉がむき出しになる 
血球を作る骨髄細胞が消滅して、免疫がなくなる

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150702150954395-021505.html
http://bit.ly/mZy0u5
http://bit.ly/teo9nH
http://bit.ly/P7nz1n
http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/07/post-1415.php
http://bit.ly/10Fpv6H
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/257371/m0u/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616431589686276096/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/616426135354671104/photo/1
http://www.rescuenow.net/%e5%8d%b1%e6%a9%9f%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%88%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/1813


War Is Overさんがリツイート 
47NEWS 47 @news · 11 時間11 時間前 
放射線低線量でも白血病リスク　欧米作業員３０万人を疫学調査 http://bit.ly/1KtO4zN

War Is Overさんがリツイート 
石川早生 @nomoretokyo · 11時間11時間前 
石川早生さんがリツイートしました 東京新聞 Bot
これもすごい。ホットスポットという言葉も知らないような層がまだまだいるってこ

とだよね。 
東京新聞 Bot@TOKYO_Shimbot 千葉： １５年路線価　船橋が２年連続１位　柏は２
位に（7月2日） [写真]: http://bit.ly/1KthSea #Bot

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11時間前 
東京の超高層ビルって最新の技術で耐震・免震色々やってんだろうけど、想定外の地

震来たら簡単にポッキリ行くよね絶対　http://bit.ly/1oOect3

cmk2wl @cmk2wl · 12 時間12 時間前 
予報と、リアルタイムアメダス（7月 2日 07時 00分）の観測結果が違ってきてます。
関東に東電福島原発からの風が吹いています。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/616401360175525888/photo/1

火山たんさんがリツイート 
萩原佐知子（信州といえども夏は暑いお） @hugujo · 12時間12時間前 
噴煙少ない。地震は多い。さてはて。 
https://twitter.com/hugujo/status/616383622413574145/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=_dEJCIYhWAQ&spfreload=10
アジアのこの街で.wmv 

この人は【突然死】んじゃったのかな？？？（新しい記事がない…）
https://twitter.com/AKIRA23150220
AKIRA @AKIRA23150220 　世の中の闇に斬り込みます。

https://www.youtube.com/watch?v=ZrvB_cqnawI
平成狸合 不管何 有人

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：07/02 10:39
三原じゅん子氏、あれだけ推進を主張していた「子宮頸癌ワクチン」関連をすべて自

分のブログから削除。誠意のかけらもないですね。過ちを認めず、証拠隠滅を図る

とは。汚いな。確信犯てことを自分で証す行為だわ。

http://50064686.at.webry.info/201312/article_23.html …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：07/02 16:35
世界ではメルトダウン事故を前提に対策が取られている。欧州では溶け落ちた燃料を

受け止める「コアキャッチャー」の設置が義務化されている。ところが、日本の新基

準にはそれがない。「世界一厳しい」なんて笑止千万

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159020/3 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
ウィンドウズ１０　無償配布の本当の狙いが、やっと分かった

マイクロソフトのボッタクリ接続なんだ

http://gigazine.net/news/20150701-windows-10-microsoft-wifi/ …

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11時間前 
正直なところ今でも東京の放射能汚染被害ってひどいのか？　東京に来てから5ヶ月く

http://bit.ly/1KtO4zN
http://bit.ly/1KthSea
http://bit.ly/1oOect3
https://twitter.com/cmk2wl/status/616401360175525888/photo/1
https://twitter.com/hugujo/status/616383622413574145/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=_dEJCIYhWAQ&spfreload=10
https://twitter.com/AKIRA23150220
https://www.youtube.com/watch?v=ZrvB_cqnawI
http://50064686.at.webry.info/201312/article_23.html
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159020/3
http://gigazine.net/news/20150701-windows-10-microsoft-wifi/


らい経つけど何よりも怖いのは　東京民と話してても誰一人として放射能の話題を口

にしないこと　こっちからも怖くて聞けないしもう何なんや　http://bit.ly/1sTkdC9

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
フクイチ４号機ミステリー 消えた５４８本の謎を解く
http://hatajinan.blog61.fc2.com/blog-entry-340tml ………

amaちゃんださんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 7月1日 
東京の大手（「記者クラブ」）メディアさえまともだったら、とっくに安倍政権は倒

れている。それを知っている安倍晋三はメディア支配に必死だ。しかし、基本的に東

京の大手（「記者クラブ」）メディアは権力を裏切らない。巨大な電波利権を与えら

れているからだ。1％同士の腐食の関係である。

amaちゃんださんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 7月1日 
「文化芸術懇話会」で、百田尚樹は電波利権にも触れて恫喝している。それをメディ

アは隠している。ただ、広告収入の恫喝だけを出している。それは東京の大手（「記

者クラブ」）メディアが、電波利権を独占した既得権益支配層であることを、国民に

知られたくないからだ。

amaちゃんださんがリツイート 
スパーキー @sparky_sparking · 6月30日 
スパーキーさんがリツイートしました ナウ鹿
去年これ見て大笑いしましたよ。

北と南の新聞記者は会食ないから正直だなあ、と。 
ナウ鹿@GRNFC
内閣支持率　北海道十勝新聞２６.３％　
https://twitter.com/kazuey1113/status/500189560219787264/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
塩村あやか（東京都議会議員） @shiomura · 6月30日 
昨日は盗撮に気づく。探偵事務所の3人でした。探偵はパパラッチが副業？私は知人と
3人でしたが、1人遅れ最初は2人だったので、勘違いしたのか。鞄の穴が特徴的。盗み
録りは都庁でも。おかしな世界

http://shiomura-ayaka.com/2015/06/30/news-1191.html … 
https://twitter.com/shiomura/status/615810078273200129/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=wwBWaVJrSpk
長山洋子 チャンチキ娘 

https://www.youtube.com/watch?v=raurKUxGunk
ちんどん通信社 ＩＮ Paris（パリ／モンマルトルの丘） 2008 

https://www.youtube.com/watch?v=B3mSmLANs0U
【作業用ＢＧＭ】ファイナルファンタジーＩＸ【ＦＦ9】
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（７月３日）　今日はバイト…（－－＃）…／明日も会社行くんかな？

http://85358.diarynote.jp/201507030902409663/

白血病患者数が昨年の７倍／雨が降ったら白血病リスク上昇／突

然の眠気・突然の脱力／気象庁に噴火前兆のデータが無い。

2015年7月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございます。０８：１０です。

札幌は「絶好調！」と叫びたい感じの晴天。

…（＾＾；）…

今日はバイト…（－－＃）…
https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
Let It Go - Behind The Mic Multi-Language Version (from "Frozen") 

なんで一昨日この天気になってくれなかったか…（－－＃）…と、恨んでもしょうがないので、
早起きめ？して換気と料理はして、気温で溶けそうなチョコレート函は菓子棚から食料貯蔵庫？

に放り込みました…

（＾＾；）
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去年の今ごろ、ＰＣ本体を買った時についたポイントをさらって買ったＰＣ冷却用？卓上扇風機

を（去年は結局使う機会がなかったので）試動してみてます…

うん。（＾＾）具合良さそう♪

今日はもしかしたら外気温３０度をイキナリ超すかもしれません…
…（〜〜；）…

がんばれ。生き延びろ、自分＋みんな…★

https://www.youtube.com/watch?v=V9JJyztJLLA
『アナと雪の女王 MovieNEX』Let It Go/エルサ（イディナ・メンゼル）

火山たん @volcano_tan · 8 分8 分前 
火山灰は火口から噴出されたマグマの破片なんだけれど、そのサイズはとっても小さ

いんだよね。スギ花粉（約30μm）や黄砂（約4μm）くらいの粒子もあるみたいで、僅
かな隙間からでも侵入してきてしまうんだよ。これらが電子機器の故障を引き起こす

事もあるんだよね…

ypapa(Jamais Seul) @ypp47s · 1時間1時間前 
【核ゴミ最終処分説明会】福島開催困難に　反発強く

http://www.chibanippo.co.jp/newspack/20150702/265267 … 帰還困難区域内に処分場作
る事しか不可能。他県は全て反対だ！フクイチ廃炉での核ゴミを他県に運ぶ気でいる

のか？原発交付金を受け取っているのだから最後まで責任をもって引き受けろ！

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
白血病患者激増〜患者数が、昨年の約7倍〜福島、茨城、栃木、東京（wantonのブログ
）

http://ameblo.jp/64152966/entry-12045183016.html …
4年を過ぎて、この状態　事故前の7倍
本番は五年目から　どんな凄まじい地獄になるのか？

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 2 時間2 時間前 
3日6:30現在、大雨のため、鹿児島県（十島村）に土砂災害警戒情報が発表されてい
ます。

【土砂災害警戒情報】

鹿児島県：十島村

https://www.youtube.com/watch?v=V9JJyztJLLA
http://www.chibanippo.co.jp/newspack/20150702/265267
http://ameblo.jp/64152966/entry-12045183016.html


cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
濃霧です。

原子炉級核燃料のなせる技。

新品の核燃料もあったから、どれだけ継続するか。 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
福島原発：原子力被災者700万〜チェルノブイリと同規模 
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1934 
本当は4000万人だよ

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
台湾全土の新規がん患者数統計で甲状腺がんが発生率ベースで初めて10位以内に入る
http://inventsolitude.sblo.jp/article/119882032.html …

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 伊予灘 深さ約40km M3.8 3日04時55分頃発生 
(G)http://j.mp/1gddQLM (気象庁)http://j.mp/1H4613Q

Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 8時間8時間前 
今後、日本全国どこにおいてでも、雨が降ったら、子供に学校を休ませなければなら

なくなるだろう。そうしないと白血病のリスクが上昇する—降雨時の登校で子供が体

調不良になるということは、休ませた方がいいということ。フクイチからは、常時放

射性蒸気が噴出しており、それが未来永劫続く。

amaちゃんださんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 8 時間8 時間前 
1分40秒位@dadajiji 南相馬市立総合病院：副院長 及川友好(脳神経外科)
http://youtu.be/QS34wMR6ZBc?t=2m11s …
『私自身は脳神経科医です。恐ろしいデータが出ています。我々の地域での脳卒中発

症率が３５から６４歳の壮年層で３．４倍にまで上がっています。』

Ｔ. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
ほんと気をつけた方が良いです。東京に住んでる人もね

火山性微動、山体膨張、これはマグマ由来の現象。火山性地震が過去最多、新たな噴

気孔が複数でき直径20m。箱根の噴火は800年ぶりなので気象庁に噴火前兆のデータが

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1934
http://inventsolitude.sblo.jp/article/119882032.html
http://j.mp/1gddQLM
http://j.mp/1H4613Q
http://youtu.be/QS34wMR6ZBc?t=2m11s


無い状態だから危ない

火山たん @volcano_tan · 9時間9時間前 
火砕流って普通は数百℃もの高温なんだけれど、水蒸気爆発の時などにはそれほど温

度が高くない「低温火砕流」が発生する事があるんだよ。低温とは言っても100℃近く
になってる事もあるし、火砕流だから時速100kmくらいで岩石が飛んでくる事が想定
されるんだよね。やっぱり危険なんだよ…

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
Reading:箱根山 大涌谷から離れた観光地にぎわう　NHKニュース
http://nhk.jp/N4K24FgI 
外国からの観光客が箱根を訪れていたと書かれているけれど、私が箱根に行った5月上
旬もそんな感じだったんだよ。火山活動の情報が伝わっていないという事かもだけ

れど…

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
完全に首都圏は終わりました

ストロンチウムとプルトニウムが舞い上がる地で子育てすることは自殺行為です

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/455e2faca0be41651590c1c16a0069be …
2011/12/09
神奈川県横須賀市泊町（Bq/kg）土壌中
Pu-236　2.72
Pu-241　2.08
Sr合計　7.29

amaちゃんださんがリツイート 
とん＆みー @imarijun · 12時間12時間前 
八王子。高齢者さん宅を訪問したら、毎年ジャガイモ作ってるけど見た事ない大きさ

の芋が出来たと見せてくれました。肥料など特に増やしていない。一緒にとれた他

のジャガイモは鶏卵サイズ。ずしっと重かったですσ(^_^;) @onodekita 

amaちゃんださんがリツイート 
スガちゃんマン @viento_yutaka · 13時間13時間前 
これって、基準値越え(‾0‾;)？
測定して２３０Bq/kgの麦茶って、
安全なのかな？わからなくなってきた( ´△｀)

http://nhk.jp/N4K24FgI
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/455e2faca0be41651590c1c16a0069be


PKC‐107で測定。
一般食品基準値って、１００Bq/kg
だから…
普通にスーパーで売ってるよ(‾0‾;) 
https://twitter.com/viento_yutaka/status/616560954621333504/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
品川区内でも起きているチェルノブイリ事故・低線量被爆の症例

”ベラルーシの医師から直接聞いた”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8bd995d496dd3020211e87b6f059b99a …
低線量被ばくの症例

・関節痛

・突発的な疲労感

　→元気なのに、突然見舞われる症状

　　突然の眠気・突然の脱力

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 16時間16時間前 
東京の人たちは

病気になって

死んでゆくために

明日も会社行くんかな？

マグロが死ねば

人間も死ぬだけだ。

１２０％東京は、病気地獄になりますね。 
https://twitter.com/k2cyan/status/603944635518574592/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

cmk2wlさんがリツイート 
エリック ・C @x__ok · 6月23日 
フランスの報道では、日本の安倍政権が中国が攻めてくると国民に煽って軍国化して

いるという記事が何度もあり、多くのフランス人はこの問題を良く知っている。し

https://twitter.com/viento_yutaka/status/616560954621333504/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8bd995d496dd3020211e87b6f059b99a
https://twitter.com/k2cyan/status/603944635518574592/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A


かし、自然資源の無い国が攻め込まれる理由などない事も同時に知られており、半分

笑い話となっている。悲しいニッポン。

cmk2wlさんがリツイート 
冷凍都市 @ayumochineko · 6月20日 
いまの流行りの学生デモにせよ、クラシカルな市民活動家系や極左系デモにせよ、深

い絶望は微塵も感じないんだ。

cmk2wlさんがリツイート 
冷凍都市 @ayumochineko · 6月20日 
現実は、地球規模の汚染状況と絶賛再臨界中の原発事故があり、これからひとはバタ

バタ死にゆき、子孫は八割が異常児になるんではないか。とされるこの不可逆的な状

況下で、一体どこにキラキラした未来を思い描く余地があると？

https://www.youtube.com/watch?v=PsML7ciMleQ
進撃の巨人 ED great escape　フル 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
トピック的な情報に飛びついたり、体裁のいい情報を本物だと思い込むと自分の中で

一貫性がとれなくなっていく。

インターネットで情報に接するときには、情報を取捨選択しないと操作されていく。

その力はテレビよりはるかに強い。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
７歳の少女、Zea Bowlingさんが、オハイオ州での地域フェスティバル会場で「同姓婚
」を罵るヘイト説教師に対し、レインボー・フラッグを掲げ、撃退！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/zea-bowling-e73.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw
進撃の巨人 自由の翼 

…どうも疲れているな、私は…
…（〜〜；）…

https://www.youtube.com/watch?v=PsML7ciMleQ
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/zea-bowling-e73.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月3日10:22
吉凶相半ば。

海ゆかばお茶漬けご飯…
（イミフ！）

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


（７月３日）　「フルタイムで働ける」体力を維持できない／急病人が急性白血病発症
人だとわかったらみんな黙る。

http://85358.diarynote.jp/201507032352047002/

甲状腺機能低下／もう、手遅れ／急病人が急性

白血病発症人だとわかったらみんな黙る。

2015年7月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

おばんです。２２：５５。

とりあえず脳内ソングは「元気になりたくて」この曲。

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

てっきり夏日になるかと思った札幌は現在１６℃。

（－－；）

明日の予報は再び雨…？
…（〜〜；）…

先週来の雨ベクレ被曝続きで、

札幌の健康被害は予想以上の悪化をみせています。

http://85358.diarynote.jp/201507032352047002/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507032352047002/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150703/85358_201507032352047002_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150703/85358_201507032352047002_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150703/85358_201507032352047002_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


（＞＜ｐ）

札幌ですら、

飲食水に気をつけていない人は、

５年後まで「フルタイムで働ける」体力を維持できないと思うし…

札幌でこれなら、

青森以南で１０年後まで、

「生きて歩ける状態の人」って…

皆無になってるんじゃないか…

（ていうか、社会基盤がすでに崩壊しているだろうな…）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5分5分前 
もう、手遅れ

3.11以降、被曝防護をまったく考えないで生活し、「食べ物、飲料水」とか『まった
く無関心な人』に「放射能、気をつけてね」は、もはや必要ないです。もう手遅れで

すから。累積被曝的には、もう手遅れ。チェルノブイリ原発事故による被曝を舐めて

はダメですよね。かわいそうだけど。

Lightworker @Lightworker19 · 15 分15 分前 
高度汚染エリアでは、甲状腺機能低下が始まっており

War Is Overさんがリツイート 
plum @plum0909 · 39分39分前 
ご近所のこだわりパン屋さんのラズベリー入りバケット食べたら、口の中に２つ血豆

。もう一回食べてみたら、やっぱり血豆。材料も気を付けて仕入れているというが、

ドライフルーツなど輸入物もチェルノ・アウト品があるってこと知らないんだろうな

。ドライフルーツは要注意。

neko-aii @neko_aii · 47 分47 分前 
甲状腺にたった０．２μSvの内部被曝をしただけで
乳幼児は１００ミリSv超に相当する大量被曝をしたことになる
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b5ad0690dfb56fca2e749a4248909349 …
「１〜３歳児にとって甲状腺への内部被曝は

外部被曝の数万倍以上の影響があると考えなければならない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b5ad0690dfb56fca2e749a4248909349


とんでもない数字ですよ」

War Is Overさんがリツイート 
meglalala＠禁被ばく戦争反対 @kissmeyummy · 51分51分前 
東京の放射能汚染はチェルノブイリ時の1000倍だった https://youtu.be/omFf6JFq39c 無
防備に肺に吸わされたんです。ベータ線はもう外に出て来ません。肺の中で蓄積し高

濃度に濃縮されたホットスポットとなり得ます。入口名誉教

授http://megsinginglalala.blogspot.jp/2015/06/blog-post_21.html …

War Is Overさんがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 52分52分前 
つくば市のカツラが、どんどん枯れて来ている。 

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
我が家は一切魚を食べなかったので事なきを得ましたが、同級生が何人も亡くなりま

した。スポーツ万能なクラス委員の男の子は脳性麻痺で床の上を転げていましたし、

学校の担任の先生も目をむいて叫んでいる姿は、私の脳裏に今でも焼き付いています

。　http://bit.ly/14svJ3j

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
もう子供を守りたいのか殺したいのかわかんねえな 　何もしなかったら確実に死ぬ
　http://bit.ly/1g7YVPQ

neko-aiiさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
cmk2wl
チェルノブイリからの距離【キロメートル】　

キエフ（ウクライナ）109。 
ゴメリ（ベラルーシ）170 。
ミンスク（ベラルーシ）328 
ブレスト（ベラルーシ）500　
４年後に白血病が増加して

１００万人が避難したのはベラルーシ共和国

福一から東京都心は 225

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
原子炉はもはや閉じ込められていないのだ。福島原発で“多少の漏れ”があるのでは

https://youtu.be/omFf6JFq39c
http://megsinginglalala.blogspot.jp/2015/06/blog-post_21.html
http://bit.ly/14svJ3j
http://bit.ly/1g7YVPQ


ない。“漏れ”とは、炉心は安全に格納容器中にあり、塞ぐ必要がある小さな穴が一つか
二つあるということを言う。ところが炉心がどこにあるのかさえ分かっていない。漏

れているのではない。完全メルトダウンより酷いのだ

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
千葉県船橋市の汚染は、チェルノブイリ強制避難水準。カエルが全滅！

！http://bit.ly/10hQEAp

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10時間10時間前 
ygjumi
スターングラス博士

「つまり、X線や原子爆弾のように、
集中された強い放射線よりも、

永続的な低レベルの放射線の方が、

ダメージは100倍から1000倍も大きいことが分かったのだよ」 
http://bit.ly/OvNSNy

War Is Overさんがリツイート 
たかお@違いのわかる男(7月無職) @takao_1007 · 10時間10時間前 
いやー。

首都高事故の件数が半端ねえ！！

ノロノロで追突、スリップで横転…
関東全域雨ですので車運転の皆様お気をつけてm(__)m

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
海外ロングステイ　１１年 最多１４１万人　被災地から移住も　http://bit.ly/ZKBgMT

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 15時間15時間前 
（続き）

それに先立ち、シンガポールの自動車ディーラーが、「ホンダが日本からオーストラ

リアに輸出した自動車が陸揚げの段階で放射能検査に引っ掛かり、許可されなかった

。それで日本に引き返すことになったのだが、そのまま全車を載せて帰還するわけに

もいかず、太平洋上で一つ残らず投棄した。

War Is Overさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 24時間24時間前 

http://bit.ly/10hQEAp
http://bit.ly/OvNSNy
http://bit.ly/ZKBgMT


2号機の海側からはまだまだ普通に780,000Bq/Lのストロンチウム90とかが出てるん
だな。http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15070101-
j.pdf …

War Is Overさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 24時間24時間前 
低気温のエクスタシーbyはなゆー: 日本の人口減少数が過去最多を記録 http://alcyone-
sapporo.blogspot.com/2015/07/blog-post_68.html?spref=tw …

War Is Overさんがリツイート 
かたれやまんば @katareyamanba · 7月2日 
周りの会話が「救急車増えてね？」から「救急車多い！」になった RT @ukkayukka:
急病人も周りの変化も何もないと言ってた人が、友人が亡くなった。最近よく人が

死ぬ、などと言ってて…あの人が私にそう言うということは、相当なんだろうなと…
年末あたりどうなってるんだろ…~_~;

War Is Overさんがリツイート 
零からのKIBOU @zerokaranokibou · 7月1日 
急病人が急性白血病発症人だとわかったらみんな黙る。 
https://twitter.com/zerokaranokibou/status/616377178352017408/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=_uNmfLh71TQ
SAKEROCK / SAYONARA 【Music Video】 

War Is Overさんがリツイート 
中野阿佐ヶ谷 @akihikoyoshitom · 3時間3時間前 
わわわわ！15日委員会通過16日衆院本会議通過だってよ！　
強行採決だよ。で、60日後が9月半ばだから絶対にこの法案は通る事になる。

War Is Overさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 24時間24時間前 
低気温のエクスタシーbyはなゆー: 【スピン】国会で安保法案が強行採決されてもテレ
ビニュースは「冥王星とその衛星ケルベロス」一色となる公... http://alcyone-
sapporo.blogspot.com/2015/07/blog-post_11.html?spref=tw …

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15070101-j.pdf
http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/07/blog-post_68.html?spref=tw
https://twitter.com/zerokaranokibou/status/616377178352017408/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=_uNmfLh71TQ
http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/07/blog-post_11.html?spref=tw


War Is Overさんがリツイート 
京丸奇談 @doederleini · 6月20日 
やはり、もう勘弁してくれ、と心底思った。夕食時「18歳選挙権は18歳徴兵の布石よ
」と私が言い、息子が「俺、本当に徴兵されそうになったら自殺するかも、嫌だよ。

」これを聞いたパートナーは、「お国のために働くのは大事なことなんだぞ」とぬか

しおった。ならばお前が行け。関係を清算したい。

https://www.youtube.com/watch?v=E9w1bdIZeS4
SAKEROCK ALL STARS - 七拍酒 @ De La FANTASIA Label Show Case 09 
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（７月３日）　明日もバイトなので、一滴も呑んでません！

http://85358.diarynote.jp/201507032352357287/

積もった火山灰の比重は積雪のそれの10倍程度。これでも九州の
原発を再稼働。

2015年7月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=0a7wTn6f0LE
SAKEROCK / Emerald Music [Music Video & Best Album Trailer]　
サケロック / エメラルドミュージック 

…ちょっと待て…||||（＠＠；）||||
なんだこれは…！

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � Republika ng Pilipinas 
Updated【M6.1】LEYTE, PHILIPPINES 33.0km 2015/07/03 15:43:22 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1eoyVSg (USGS)http://j.mp/1GSYv9D

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.8】ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 10.0km 2015/07/03 12:16:35
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LYu1qi (USGS)http://j.mp/1NBn5k5
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地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 新疆, 中华人民共和国 
Updated【M6.4】SOUTHERN XINJIANG, CHINA 20.0km 2015/07/03 10:07:47
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1R8wdlD (USGS)http://j.mp/1JE6YRk

…【Ｍ６級】３連発…！！？？
…||||（＠＠；）||||…

https://www.youtube.com/watch?v=cVKfQbD1SVg
A famous tune of the jazz酒とバラの日々（ A Days of Wine and Roses）

特務機関NERV @UN_NERV · 6 分6 分前 
【千葉県 竜巻注意情報】
千葉県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は04日00:40まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 20分20分前 
【神奈川 三浦市で７６６１世帯に避難勧告】
神奈川県三浦市は、大雨の影響で土砂災害の危険が高まっているとして、午後10
時45分、三崎地区の7661世帯1万8816人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/NlhW02

火山たん @volcano_tan · 31 分31 分前 
浅間山、これまでの活動の中では大きめの地震が続いているね…

特務機関NERV @UN_NERV · 52分52分前 
【静岡県 竜巻注意情報】
静岡県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は04日00:00まで有効です。

http://j.mp/1R8wdlD
http://j.mp/1JE6YRk
https://www.youtube.com/watch?v=cVKfQbD1SVg
http://nerv.link/NlhW02


火山たんさんがリツイート 
台風たん/台風9号、10号発生中 @storm_tan · 1時間1時間前 
関東南部から伊豆あたりにかけて、かなり強い雨雲が存在しているわね。

http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/ 
https://twitter.com/storm_tan/status/616959736056020997/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 1 時間1 時間前 
[速報] M1.5 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、7月3日21:51 JST (3日12:51
UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

…ちょ、ちょっと…

哭いても、いいかな…（＞へ＜；）…

https://www.youtube.com/watch?v=BXt2UPEAy1E
酒飲み音頭 

火山たんさんがリツイート 
クルマエニ　by　ドリドリ @doridoriroom · 2時間2時間前 
草津白根山（群馬、長野両県）で６月２８日に、マグマや熱水の移動を示すとされる

火山性微動を観測したと発表した。平成２５年１月１日以来、約２年半ぶり。

草津白根山で火山性微動　２年半ぶり、レベル２維持

http://www.sankei.com/affairs/news/150703/afr1507030028-n1.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
武蔵野学院大：島村特任教授

「箱根山の標高は、倍の高さがあったが、3200年前の大噴火で半分が吹っ飛び、芦ノ
湖ができたといわれている。約6万年前の大噴火では大量の火砕流が横浜まで流れた
。http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20150701/dms1507011535016-
n1.htm … 

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
＜箱根山噴火＞警戒レベル４、５想定　避難計画策定検討 | 静岡新聞 http://www.at-
s.com/news/detail/1174210973.html …

http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/
https://twitter.com/storm_tan/status/616959736056020997/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://www.youtube.com/watch?v=BXt2UPEAy1E
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http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20150701/dms1507011535016-n1.htm
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え、レベル5でも「半径約１キロ以遠の居住区域まで噴石が飛ぶような噴火」しか想定
しないのか。火砕流は？山崩れは？土石流は？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
桜島：噴火

7月3日20時16分（気象庁
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150703202709_506.html
…）
桜島の爆発的噴火は、今年になり675回。これは1955年の観測以来、最速ペースの回数
。つまり前例のない活発な状態。これでも九州の原発を再稼働 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
7日から核燃料を入れるってさ
もう何を言っても無駄だろうけど、これ、九州の原発再稼働をして、福島のような事

故が起こったら、誰が責任を取るんだろうね。どうかしてるよね。やってる事が。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150703/k10010137781000.html …

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 4時間4時間前 
つまり、群発地震をおこしてきた犯人（熱水）がついに姿を現したと考えたほうが良

いのでは？　次の熱水活動のピークの際にはくれぐれも気をつけなければさらに大量

に流れる恐れがあるだろう。

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 5時間5時間前 
こういうタイプの泥流が起きることは箱根町火山防災マップをつくった時にすでに予

測していた。マップに「熱泥流」と書かれている。NHKの映像も湯気上げてたから熱
泥流。 
https://twitter.com/usa_hakase/status/616907928985927681/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【千葉県内で被害】（続き）

また道路の冠水も相次ぎ、千葉県と千葉市によりますと、四街道市で１９か所、千葉

市で１７か所、習志野市で６か所などとなっています。

いずれもすでに水は引き、けが人はいないということです。

（2015年7月3日 17:56 NHK）

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150703202709_506.html
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特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【神奈川県 警報情報 2015年07月03日 14:54】
神奈川県では、３日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。

［横浜・川崎］大雨

［湘南］大雨

［三浦半島］大雨

［足柄上］大雨

［西湘］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【静岡県 警報情報 2015年07月03日 14:02】
次の地域に警報が発表されています。

［中部南］大雨

［中部北］大雨

［伊豆北］大雨

［伊豆南］大雨

［富士山南東］大雨・洪水

［富士山南西］大雨

［遠州北］大雨

［遠州南］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【大涌谷周辺 新たに「警戒区域」に指定】
箱根山の噴火警戒レベルが３に引き上げられてから避難指示が出されている大涌谷周

辺の半径およそ１キロの区域が、３日新たに「警戒区域」に指定され、立ち入る際に

町の許可が必要になりました。

http://nerv.link/WLMS1q

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今朝の報道から気象庁の表現が変わった

「新たな噴気孔を複数、発見。地下のマグマ活動が活発になっています」今まで『マ

グマ』という用語は言わなかった。それと29日に吹っ飛んだ（穴＝噴気孔）直径20メ
ートルが、昨日より大きくなってる

火山たん @volcano_tan · 12時間12時間前 
火山の近くの家屋は噴火の時には火山灰が積もる場合があるけれど、その重さによっ

http://nerv.link/WLMS1q


て屋根が抜けたり倒壊する危険性があるんだよね。降った時の環境とかにもよるけ

れど、積もった火山灰の比重は積雪のそれの10倍程度になる事もあるんだよ。木造の
建物などは気をつけてね。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【千葉市稲毛区の4600世帯余に避難勧告】（続き）
避難勧告の対象は、稲毛区の▽稲毛2丁目と3丁目、▽稲毛東5丁目と6丁目、▽稲毛町5
丁目となっています。

（2015年7月3日 10:39 NHK）

https://www.youtube.com/watch?v=RBXM4f6xW8M
SAKEROCK / 会社員と今の私 MusicVideo 

…どうせダメなら酒呑んで寝よか…

…眠れないなら、歌えや、踊れ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=VUbWR-6rZuo
Billy Joel - PIANO MAN（和訳）

https://www.youtube.com/watch?v=4Cy8oPoCMLI
ニューヨークの想い [日本語訳付き]　　 ビリー・ジョエル
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月4日1:11
貼った画像が前項のと逆でしたね。

（＾＾；）

明日もバイトなので、実際には一滴も呑んでません！

https://www.youtube.com/watch?v=RBXM4f6xW8M
https://www.youtube.com/watch?v=VUbWR-6rZuo
https://www.youtube.com/watch?v=4Cy8oPoCMLI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


おやすみなさい〜（＾＾；）…



（７月４日）　筋肉に力が入りません。歩行に困難感があります。

http://85358.diarynote.jp/201507040905484788/

汚染は深刻だ／「歌わないか？こういう時のための合唱だぞ。」

／手遅れだよ／被ばく者なのだという自覚はありますか

2015年7月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございます。０８：０８でした。

札幌の外気温は１６℃。肌寒いです。

（－－；）

降水確率は１０％ですが、全天が高く厚い雲にみっちり覆われています。

…まぁ、紫外線も強すぎるから、ちょうどいい。くらいですかねぇ…？
https://www.youtube.com/watch?v=ctu0vriP1S4
７月４日に生まれて サントラ テーマ曲 -Born On The Fourth July- 

ところで気のせいかな？

太平洋上に台風が３つもうろうろしているように見えるんですけどね…？
…||||（－－；）||||…

…私の乱視が、被曝で悪化しただけ。かなぁ…？？
https://www.youtube.com/watch?v=EPhWR4d3FJQ
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Bruce Springsteen - Born in the U.S.A. 

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 4 時間4 時間前 
4日03:00、マーシャル諸島で台風11号が発生しました。（気象庁発表）

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
ここ24時間での箱根の地震、震源が地下4〜6kmくらいの深めのものが多いね。
http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/t_data0/index.php?id=9 … 

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
しかし、浅間山の地震が気になるね…これだけの振幅はなかなかだと思うんだよ。傾
斜計のデータとかが気になるけど…

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
21時台での浅間山付近の地震計に記録された波形図だよ。なんだか、火山性っぽくな
い波形にも見えるね…ただ、いくつかの地震計からなんとなく震央を考えてみると、
やっぱり浅間山の近くに思えるんだよ。

https://twitter.com/volcano_tan/status/616989335448125440/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【神奈川 三浦市で７６６１世帯に避難勧告】
神奈川県三浦市は、大雨の影響で土砂災害の危険が高まっているとして、午後10
時45分、三崎地区の7661世帯1万8816人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/NlhW02

War Is Overさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 9時間9時間前 
中国の国営新華社通信によると、新疆ウイグル自治区ホータン地区グマ県で３日午前

９時すぎ、マグニチュード６・５の地震があった。震源の深さは約１０キロ。この地

震で６人が死亡、４０人以上が負傷したほか、約３千の家屋に被害が出ているとい

うhttp://www.asahi.com/articles/ASH73666DH73UHBI02N.html …

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
浅間山、これまでの活動の中では大きめの地震が続いているね…

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【千葉県内で被害】（続き）

また道路の冠水も相次ぎ、千葉県と千葉市によりますと、四街道市で１９か所、千葉

http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/t_data0/index.php?id=9
https://twitter.com/volcano_tan/status/616989335448125440/photo/1
http://nerv.link/NlhW02
http://www.asahi.com/articles/ASH73666DH73UHBI02N.html


市で１７か所、習志野市で６か所などとなっています。

いずれもすでに水は引き、けが人はいないということです。

（2015年7月3日 17:56 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【千葉県内で被害】

千葉市によりますと、３日の大雨で花見川区で３棟、中央区で１棟の住宅で、床下ま

で水につかる被害が出たということです。

http://nerv.link/NgT53K

…それでも。
黒人女性が堂々と国家を歌う「国民の代表者」として選ばれ、

全州で同性結婚が合法化される、アメリカ…
https://www.youtube.com/watch?v=gjN0Zu4aj4Y
ジェニファー・ハドソン　魂の歌　 アメリカ合衆国国歌 

…自由よ、永遠なれ…。
https://www.youtube.com/watch?v=KR_7s_iR8xw
日米国歌斉唱 小柳ゆき

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
台湾の「日の丸原発」建設を凍結　世論高まり受け　来年１月の総統選後には「建設

中止」の可能性も　(産経) 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/349.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
首の腫れ、しこりを訴える人が急増中 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/351.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
資料発掘！当初、すさまじい放射性ヨウ素の吸引があった。新宿では３月２３日１日

で36,000Bq/m2の降下量。
http://mak55.exblog.jp/21923403/

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 

http://nerv.link/NgT53K
https://www.youtube.com/watch?v=gjN0Zu4aj4Y
https://www.youtube.com/watch?v=KR_7s_iR8xw
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放射能プルームはなぜ、関東の水源域の奧利根、長野県と群馬県の県境、埼玉県の西

部（秩父）、そして東京都の西部、奧多摩といった「里山」を狙いすましたように渡

り歩き、汚染し続けたか？

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-1a02.html#more …

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
ボトル水ですら、硝酸態窒素で飲めなくなりつつある…。
測定してどれだけ捨てたか…。 

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
【警報】また始まったようです。

小名浜、千葉、東京、八丈島、石廊崎、御前崎、室戸岬、宮崎等で、湿度 100パーセン
トが断続的も含め、出始めています。

http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/index.html …

cmk2wlさんがリツイート 
Koichi Kawakami @koichi_kawakami · 8時間8時間前 
今日ある会合に出たのですが、内部被曝で問題なのはセシウムでもヨウ素でもなく、

トリチウムだと言うことらしいですね。トリチウムについては数値等、全く報告され

ていません。@cmk2wl

neko-aii @neko_aii · 8時間8時間前 
低線量被曝の症状

・激しい運動をしたわけではないのに関節痛・筋肉痛

・胸痛

・喉が渇く

・陰部や口の中に血豆

・咳や痰がよく出る

・耳鳴りがよくする

・軟便

・コントロールできない下痢

・繰り返す口内炎・口角炎

(日本DEATHS　2013/05/09)より

neko-aii @neko_aii · 8時間8時間前 
2015年7月03日
チェルノブイリの例は怖すぎる

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-1a02.html#more
http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/index.html


潜伏期間も短く、更に特記すべき症状や

体のサインがなく、甲状腺癌であることが判明する

発見時には

内４６．９％の患者は甲状腺外へ転移

５５％は首のリンパ節への転移

首リンパ節への転移部位を切除しても

直ぐに次の手術が必要に

neko-aii @neko_aii · 8時間8時間前 
2015年7月03日
静岡県の某市 コンビニ店員
福島事故発生から4年
私の勤める店舗は

主に学生さんと常連さんで潤ってる

常連さん達の様子

容姿に大きな変化が

事故発生1年後；皮膚の色が肌色と白色への2色化
それ以後；指先の皮が絶えず剥がれ、ところどころに“アザ”

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
原発から55キロ南相馬市
政府はこの水田は、安全な場所にあると

しかし・・・

「この地方の植物を食べるのは非常に危険だ」

ここに育つものはすべて汚染されている、

しかし誰も農家に知らせていないようだ。

何故そんなことが起こるのか？

ドイツZDF「放射能ハンター」より

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2013/3/17
＜8000 Bq/kgを超えた横浜市内の学校(上位 ４校)＞
都筑区茅ヶ崎東小学校 14200 Bq/kg
西区軽井沢中学校 13600 Bq/kg
港北区矢上小学校 13400 Bq/kg
都筑区南山田小学校 10700 Bq/kg



War Is Overさんがリツイート 
yoda-shibamasa @phoenix777jp1 · 10時間10時間前 
あのとき新宿、３月２３日、ヨウ素は36,000Bq/m2。
被ばく者なのだという自覚はありますか？なかった事にしたい？

＞資料発掘！当初、すさまじい放射性ヨウ素の吸引があった。新宿では３月２３日１

日で36,000Bq/m2の降下量。
http://mak55.exblog.jp/21923403/

War Is Overさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 12時間12時間前 
"41ubd: 6月入ってから新入社員6人のうち1人がぶっ倒れ胃腸炎が発覚し数日休み、1人
が体調不良で休み、また1人胃腸炎になり数日休み、さらに本日1人が体調不良で休み
。この1ヶ月で6人中4人休むって。大丈夫か新入社員たち。"
#免疫線
#真実線
手遅れだよ

汚染は深刻だ

War Is Overさんがリツイート 
静かな夜 @shizukanayoru3 · 7月2日 
この差！

４．４５μSv/h 栃木県那須塩原市 那須野が原公園⑥: https://youtu.be/Cw90tydrvdk 
０．０１μSv/h沖縄県石垣市川平②: https://youtu.be/kx08aI_JRkI

https://www.youtube.com/watch?v=c4c_FBKvcSg
天童よしみ 国歌君が代独唱 

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
＜原発ＡＤＲ＞和解案提示後２０２人死亡　浪江

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150703_63043.html … 
汚いぞ東電!
→東電は和解案の受け入れを拒否したままで

町によると、ＡＤＲを申し立てた１３年５月以降、ことし５月末までに

http://mak55.exblog.jp/21923403/
https://youtu.be/Cw90tydrvdk
https://youtu.be/kx08aI_JRkI
https://www.youtube.com/watch?v=c4c_FBKvcSg
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150703_63043.html


亡くなった申立人は３４３人に上る

amaちゃんださんがリツイート 
元同人文字屋 @motodouzinmozi · 2 時間2 時間前 
分かりやすく表現すれば、今から70年前の日本は大西英男と百田尚樹と曽野綾子と桜
井よしこだらけだった、という事。馬鹿で狂気をまとったﾈﾄｳﾖ爺婆が「鬼畜米英何す

るものぞ、竹槍で戦闘機を撃ち落とすのだ！」と本気で喚いていたのだ。そんな狂人

達を煽りまくったのがﾏｽｺﾞﾐだったのさ

amaちゃんださんがリツイート 
最賃くん ver2 @saichinkunver2 · 4時間4時間前 
日本で2番目に儲かっているNTTは契約社員を最低賃金ギリギリでつかってるクマ。ワ
タミといいNTTといい、「最賃上げると中小がつぶれちゃう」なんて経団連は主張す
るけれど、よく言うよ(怒) http://urx.nu/dfdn

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
NHK報道を観るとバカになるから観ない方が良いですね。でも、まったく観ないので
はなく「監視」した方が良いですよね。「今夜のNHKニュースは、どんな風に現政権
が有利になるような報道してるか？」という事を。そうやって観ると「あ〜なるほど

、ここが都合が悪いわけね」というのが露骨にわかる

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
まったく必要ないですよ。原発は。

なぜ原発なのか？誰が日本に原発を積極的に導入し、地震＋火山大国の日本に54基も
原発が造られたのか？は、ご自分でグーグル先生に聞いて下さい。そうすると、カラ

クリが、わかりますよ。あのアメリカですら原発から撤退の方向です。

@ClosedLight0

War Is Overさんがリツイート 
sweeeep @sweep_bjj · 9時間9時間前 
琉球新報は昔は今より右寄りだったんだって、那覇出身の人が言ってた。

でも全然売れなくて、今みたいに、沖縄県民の声を伝えるようになったら沖縄タイム

スと一位二位のシェア率を争うように伸びたんだって。

つまり沖縄県民が琉球新報を育てたんだね。

War Is Overさんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 13時間13時間前 

http://urx.nu/dfdn


#自民感じ悪いよね 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/616923391304400896/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
川上芳明 @Only1Yori · 6月27日 
【拡散してください】横浜市の市立中学校の夏期学習は、自衛隊の実弾演習の見学（

＞＿＜）

入場券・バスを用意するのは自衛隊！これはとんでもない！中止しろ！マスコミはこ

れを報道しないのか？

6/25、6/27しんぶん赤旗

https://www.youtube.com/watch?v=R0xNY0XiacU
フォレスト・ガンプ　シンフォニー　Forrest Gump Symphony Orchestra 

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
悲観主義者は風にうらみを言う。

楽観主義者は風が変わるのを待つ。

現実主義者は、帆を動かす。

ウィリアム・アーサー・ウォード

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

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

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月410:28
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被曝の影響なのか、大腿裏の筋肉に力が入りません。

あ、二の腕もかな…(・_・;)

歩行に困難感があります。

筋力欠如を「気力」で

補わないと、

崩れ落ちそうな感じ…
(・_・;)
 



（７月４日）　体調激不良。／「原発内作業員として働かないか」と声をかけられたと
いう。給料は２ヶ月間で６０万。「ただし戻ってきてから癌になる確率は６４%です」
。

http://85358.diarynote.jp/201507041549054881/

体調不良。(∋_∈)
2015年7月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

　

被曝か低気圧か地震体感か、

更年期障害か眼精疲労か、

不分明てすが、

頭痛と目眩と吐き気と腹痛？

自律神経失調様な体調激不良。

(∋_∈)

今朝の左半身の運動障害もあるし、

…被曝性の脳梗塞かなぁ…？

(・_・;)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月4日16:18
ぐらんぐらんのめまい。

(∋_∈)
なんだこれ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年7月4日20:14
自覚以上に吸気被曝線量が深刻だったという結論。

(・_・;)
脳血管系と、副鼻腔のダメージが深刻。（＞＜。）

とにかくまっすぐ帰宅して、

万能薬キムチを食べよう！

（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月4日20:14
ひどい頭痛。(ToT)
無事故祈願！

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507042247299799/

甲状腺機能低下症で激太り／牛乳を飲んでおなかを壊すのはスト

ロンチウムが腸内の細菌を全て殺してしまうから／気象庁の発表

前から噴火は始まっていた／トリチウムを考えたら関東にはいら

れません。

2015年7月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201507042247299799/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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めまいにつられて自転車がふ〜らふ〜らするので、

はたから見たら酔っ払い走行に見えて危険だったかもしれませんが、

なんとか無事故で帰投。

（＾＾；）

しっかり買い置き食料も買い足してきましたｗ　２１：５３です。

（＾ｗ＾；）

札幌は１７℃。無風。土壌汚染線量と水蒸気トリチウムは油断がなりません。

（＝＝；）

めまいが酷くて吐き気もするので、洗濯とお風呂は無理そう。

（〜〜；）

いつもの「雑炊キムチゲ煮込みうどん」をでっち上げたので、

さめるまで情報チェックして、さっさと寝ちゃいます…。
（－－；）

吸気と飲食ベクレで免疫系の負担が限界超えて、自律神経系が失調したもよう。

（ＴＴ；）

副鼻腔から凄まじい「死んだ白血球が腐り始めた臭い」がしていて、とにかく、「被曝でできか

けたガン未満細胞は、がんばって抹殺中」らしい…
（：へ：）

明日もバイト★

（－－＃）

食べたら、寝ます…。

（へたに「自律神経を鎮める」とかの音楽、逆に苛苛してダメだ…★）

【鎮静剤】は…これで…！
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150704/85358_201507042247299799_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 31分31分前 
去年とは明らかに違う

今年になり、ネットに書き込まれた健康被害。大きな変化は、ツイッターやFB、ブロ
グを検索すればわかるけど、若い人の白血病や突然死が増えてますよね。明らかに。

本人も困惑していて「なんで？白血病になったんだろう？」とか。闘病日誌のように

ツイッターをやってる人もいる

War Is Over @kenshimada · 39 分39 分前 
トリチウムたっぷりの梅雨だから頭痛や咳が酷いのか・・・今年

kenji @buick54aki · 43 分43 分前 
フクイチ事故由来の土壌汚染の場合、チェルノブイリと比べ、ストロンチウムの割合

がかなり多いデータが散見される。これは中長期的に白血病や骨髄ガンなど造血系疾

患に見舞われるリスクが甚大

急病人

給食

水道水

セシウム心筋

心臓突然死 
https://twitter.com/buick54aki/status/617312786670956544/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 52分52分前 
内部被曝による健康被害

事故から４年

ツイッターやFacebookなどで書き込まれた「内部被曝が原因と思われる若い人の健康
被害や突然死」を、拾い上げてる、2ちゃんねるのスレッドや、その内容を、再びツイ
ッターでツイートしてるアカウントなんかもありますよね。かなり深刻な内容ですよ

ね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
医学博士：ヘレン・カルディコット

「福島原発の設計者は危険なものだと知っていて辞職しています。日本人は、その原

発を地震の巣の上に造ったのです。チェルノブイリの何倍も被害が深刻です」動画

：https://www.youtube.com/watch?v=b_mVwIPO9UQ … 

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 

https://twitter.com/buick54aki/status/617312786670956544/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=b_mVwIPO9UQ


短期記憶力の減退。長期記憶の取り出しの失敗。甘えと自己主張の増加。他人の感覚

への共感の減退。状況把握の鈍化。滑舌がわるくなる。ドイツの医師が、脳障害に警

告しています。ベラルーシの人々が集中できないのは、「放射能恐怖」ではなく、脳

障害だと言明しています。

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
この福島原発の紫色は、かなり突然に色が変わって、そしてあっというまに元の色に

戻りました。のちほど Youtubeにアーカイブがアップされると思うので、見てみてく
ださい。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
2015/07/04 19:10分
ふくいちライブカメラの映像ですが、紫色です。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
東京の湿度、また100％になりました。
福島原発の様子がよくありません。家に引きこもってエアコン除湿を。除湿機でも。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
スイス等の拡散予報では明日5日に関東に風が吹く予報ですが、リアルタイムアメダス
では既に福島原発からの風は関東に吹いています。

くりえいと @kurieight · 4時間4時間前 
あしたへの視界ゼロ。@jumpilikeyou @GuciYama フクイチ視界ゼロのモクモク

火山たんさんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news · 4時間4時間前 
浅間山 4日も火山性地震多い状態 http://nhk.jp/N4K44Fkx #nhk_news

火山たん @volcano_tan · 4時間4時間前 
【火山紹介】アイスランドのラキ火山は、1783年に長さ20km以上もの火口の列を形成
して大噴火を起こしたんだよ。その時に大気中に放出された二酸化硫黄などの微粒子

が日光を遮り、ヨーロッパを中心に飢饉となり何千もの人が犠牲になったんだよ。

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
不思議な順番で台風が…。
台風第11号 (ナンカー)　平成27年07月04日16時10分 発表

http://nhk.jp/N4K44Fkx


真ん中が9号で、左が10号。右が11号。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/617251901894062080/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
突然死が増えているのも当然。心臓には体内平均の10倍濃縮。
　http://amba.to/15dbQGI

War Is Overさんがリツイート 
有 @heiwa_spi · 6時間6時間前 
有さんがリツイートしました Greenpeace Japan 
アースガーデンを庭で使わないで。ミツバチ、ハナアブ、黒アリなどの益虫も死に絶

えます。人間にも神経毒性があります。 

War Is Overさんがリツイート 
Greenpeace Japan @gpjTweet · 7時間7時間前 
化学合成農薬の使用が始まって50年。世界中で農薬が膨大に使われるようになるに
つれ、農薬と人の健康、発達障害、神経系と免疫系の障害、一部のがんのリスク上昇

との関連が明らかになってきました→http://bit.ly/1ej2jKj 

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
甲状腺機能低下症で激太り　http://bit.ly/10e8mmA

宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 
[記事] 太陽風は更に低速になっています。M1.5のフレアが発生しました。
http://swnews.jp #swnews

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
噴火で最も恐ろしい現象は、やっぱり火砕流だね。温度は最高で摂氏数百度、速度は

速い場合だと時速100kmを超えると言われているよ。飲みこまれたら助かる事は困難
だから、発生する前に逃げておく事が必要だよ。

neko-aii @neko_aii · 9 時間9 時間前 
チェルノブイリの際

ベラルーシで廃村になった村の空間線量が

０．３〜０．４マイクロシーベルト／時だった

（野呂美加さん）

このレベルでは村民が次々と病に倒れた。

https://twitter.com/cmk2wl/status/617251901894062080/photo/1
http://amba.to/15dbQGI
http://bit.ly/1ej2jKj
http://bit.ly/10e8mmA
http://swnews.jp/


こういう場所は千葉県柏市、東京都足立区、江戸川区等々ある。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/66bf95c51e83fb450ff7743ef69b96ee …

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
高槻市民ラボ

土壌計測のデータに単独で行った柏、松戸の調査データを合わせました。

柏松戸がいかに恐ろしい状況かわかります。

福島となんら変わることのない汚染状況です。

http://aoitombo.s100.xrea.com/jutakusokutei.html …

火山たんさんがリツイート 
時雨沢恵一@昼夜逆転中 @sigsawa · 10時間10時間前 
もりもり。神奈川県の体積が増えてる。→箱根山・大涌谷、７センチ隆起…国土地
理院 : 科学・ＩＴ : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）
http://www.yomiuri.co.jp/science/20150704-OYT1T50063.html?from=tw …
@Yomiuri_Onlineさんから

火山たんさんがリツイート 
ツブヤキタイガー @TWITTING_TIGER · 11時間11時間前 
ツブヤキタイガーさんがリツイートしました うさはかせ Prof.Lièvre
.oO（気象庁の発表当日、何人かの有識者にコメントをいただいたが、全員が「気象庁
発表前から噴火は始まっていただろう」との見解。「噴火ではない」と否定したのは

失敗だったと、気象庁も後悔しているのではないか···　) 

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
今福島の牛はほとんど白血病

その乳が平気で出荷されている

これを飲んで

人間が白血病にならないほうがおかしい

今の牛乳を飲んでおなかを壊すのは、

ストロンチウムが腸内の細菌を

全て殺してしまうから

腸内炎は放射能が原因

(みんなでスピリチュアル 2014.06.16)より

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 12時間12時間前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/66bf95c51e83fb450ff7743ef69b96ee
http://aoitombo.s100.xrea.com/jutakusokutei.html
http://www.yomiuri.co.jp/science/20150704-OYT1T50063.html?from=tw
http://5.tvasahi.jp/000053991?a=news&b=nss


箱根山で“火山泥流”　気象庁発表の半日前に噴火か http://5.tvasahi.jp/000053991?
a=news&b=nss …　きのうのNHK映像にはなかったと思う熱泥流のフローヘッドが映
っている。材木に気を取られてないで流れの先端をよく見ること。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
07/04 箱根町宮城野
二酸化硫黄（SO2）火山ガス：腐敗した卵に似た刺激臭
7時ごろから上昇、9時に（0.106 ppm）環境基準値を超える。大湧谷の噴火後、度々、
数値が上昇する。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
ふくいちライブカメラ。真っ白です。

トリチウムを吸い込む可能性を考えたら、関東にはいられません。

核攻撃です。今日明日だけでも疎開しては如何でしょう。

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
東京都　7月4日
湿度連続100％です。
https://twitter.com/cmk2wl/status/617121825235992576/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前 
こうやって不気味な悪循環が始まるのです。生命は細胞から誕生しますが、この場合

、細胞は死の出発点となるのです。細胞に取り付いたセシウムの潜伏期間はどれくら

いですか？ http://bit.ly/vRhaiY

反原発牛 @nuclearbusters · 21時間21時間前 
フクイチの地下から噴出している膨大な量の湯気・水蒸気は、トリチウム水蒸気。す

でに首都圏では急病人が続出していますし火葬場は満杯です。今までもこれからも放

射能を甘く見るような脳天気な人たちはバタバタと死んで行くでしょう。（飯山一郎

さん） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07011 …

War Is Overさんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 7月3日 
最近、土砂降りの雨が降ると、頭痛に悩まされるようになった。

War Is Overさんがリツイート 
ミスバンブー @bamchamask · 6月24日 

https://twitter.com/cmk2wl/status/617121825235992576/photo/1
http://bit.ly/vRhaiY
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07011


知人の息子さんが、派遣先から「原発内作業員として働かないか」と声をかけられた

という。給料は２ヶ月間で６０万。「ただし戻ってきてから癌になる確率は６４%です
」と言われ、おそろしくなってやめたと話していた。この６４%という数字はどころか
らきてるのだろう。

もののけ姫 より　- アシタカせっ記 -　龍笛独奏 with Piano 

War Is Overさんがリツイート 
hitsuji44 @hitsuji44 · 13時間13時間前 
今日はキュリー夫人が白血病で亡くなった日なのね。(-_-)

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月4日23:17
０
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月4日23:18
ＰＣ不調により１５分オーバー。

（＾へ＾＃）

音楽が効いてきました…
寝ま〜す…☆
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月5日7:49
０

５１５

７８７．（＾＾；）

 



（７月５日）　アスペルガー症候群、いわゆるKYは頭が良い。脳に障害がある方が
有用って事は、頭が良いは決して良いことでない。

http://85358.diarynote.jp/201507050821373198/

ガンの前に、シワとかシミ／急激に細胞が劣化するの。やばいよ

。／フクイチ紫色。プルトニウムの紫色／311直後？／とりあえ
ずキムチ喰っとけ！

2015年7月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

amaちゃんださんがリツイート 
うちゃか @sayakaiurani · 2013年10月12日 
ベラルーシから来てたダンサーさんと放射能汚染の話をしてたら、『放射能汚染はね

、ガンとかの前にめっちゃほうれい線とか皺とかシミできるよ。急激に細胞が劣化す

るの。老化するよ。やばいよ。だからあの地域周辺はシミシワ取り化粧品がすごくで

まわったらしい』と言われたのが印象的。

おはようございます。「ＰＣ前」着０７：４５でした。

（＾＾）／

おかげさまで８時間？、熟睡しまして、体調不良は改善。

http://85358.diarynote.jp/201507050821373198/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507050821373198/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150705/85358_201507050821373198_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150705/85358_201507050821373198_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150705/85358_201507050821373198_3.jpg


　o（＾＾）o　やはり！
【なんにでも効く万能薬：キムチ煮込みうどん】は偉大だ…♪

札幌はこんな上天気。気温は１８℃。

https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
1996 年奧運大會的主題曲-Elders Drinking Song 老人飲酒歌 

しかしながら微量のストロンチウム含有（＝＝；）で、

メントールに似た「冷涼感触」があるので、

むしろ「すでに秋の空」なカンジがします…★

今朝の「目覚まし音楽」は、ＣＤでこのへんでした♪

https://www.youtube.com/watch?v=qqIIW7nxBgc
Madonna - La Isla Bonita (Official Video) 

きのう入浴しなかったので、出勤前に洗髪だけはしなくちゃなので、いつもより１５分早く動い

てます。

音楽は検索せず、情報チェックだけしま〜す！

https://www.youtube.com/watch?v=pz_XsYNTlN0
Madonna | The Immaculate Collection 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 4 分4 分前 
フクイチは今朝もモクモク

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
宮城県コシアブラ470ベクレル、ワラビ290ベクレル、イノシシ肉180ベクレル(厚生労
働省)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5300.html …
数日前に浪江の杉本さんから送っていただいたワラビに90ベクレル出て驚いたが、そ
んな生やさしいものじゃないんだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
福島第一原発 2号機の配管付近で１０００mSvを超える高い放射線量 
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4293.html …

https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
https://www.youtube.com/watch?v=qqIIW7nxBgc
https://www.youtube.com/watch?v=pz_XsYNTlN0
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5300.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4293.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
米国・アイダホの試験増殖炉、「ＥＢＲ－Ⅱ」コンクリート密閉注入による、永久「

石棺」化に着手！　残存ナトリウム冷却材も処理　/　１９６１年に運転を開始し、１
９９４年にシャットダウン　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/experimental-br.html#more …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【静岡県 警報情報 2015年07月05日 05:30】
伊豆では、５日朝から土砂災害に警戒してください。

［伊豆南］大雨

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
登山者2人が心肺停止＝相次ぎ不調訴え倒れる—新潟・平標山
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150705-00000001-jij-soci …
この山域は福島のセシウムが直撃している

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
「汚染水を処理する」というけれど、様々な核種が高濃度に混ざった水を濾過すれば

、濃縮されてしまって危険極まりない代物になる。処理装置に人間が近づくことすら

できない。

そんなことができると思うほうがおかしい。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
東京都。湿度連続100％です。
海上は相も変わらず連続濃霧警報。

ライブカメラで見る福島原発構内の映像はよくありません。要注意。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
311直後？あの時、空の色が違うという人が大勢いましたね。@fumika88 事故直後、
東京の夜空が一面薄紫になって星が異様にギラギラ光っていました。

kenji @buick54aki · 8時間8時間前 
フクイチもさっき紫色。プルトニウムの水溶液は紫色

“@Aki_HydeRock: さっき、空がピンク色で
気持ち悪かったのよ ” 
急病人

人身事故

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/experimental-br.html#more
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150705-00000001-jij-soci


給食

水道水

渋谷

再開発

中性子線

まゆ 084 @mayu · 8時間8時間前 
フクイチは水蒸気だけじゃなく、火まで噴き出している。

http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/07/post-1415.php …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
　御嶽山

火山性地震が急増し、碌に報道もせず「地震は収束しました」と報道した数日後に『

水蒸気噴火』→犠牲者多数

　大湧谷

火山性地震が1日で600回あり過去最高でした。でも安全ですよ。火山性微動があっ
た→ 案の定、噴火しました→新たな直径20mの噴気孔が複数ありました。←今ここ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
　箱根の問題点

なぜ噴火した大湧谷が危険なのか？　

桜島、阿蘇山、浅間山、蔵王山など、噴火警戒レベルが高い。元々「危険な火山」と

されてたから『火口付近』に、人も住んでないし、近くに観光地はない。だけど箱根

の（大湧谷）は、過去に巨大噴火した「火口」だ。風評被害と言ってる場合じゃない

火山たん @volcano_tan · 9時間9時間前 
噴火によって溶岩が飛んできた物を火山弾と呼んでいるよ。火口から出た直後は溶け

ているけど、だいたいは飛んでいる時に冷えて固まるんだよ。大きな物は数メートル

の大きさになる事もあるし、小さくても高い所から落ちてくるから注意が必要だね。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
甲状腺がん　2012年5月25日
昨年春、甲状腺を全摘

甲状腺の専門病院

毎日のように何人もの手術していた

よくある流れ作業のように坦々と終了

http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/07/post-1415.php


自分と同年代の30〜40代の女性が多かった
毎日チラージンを飲み続けてる

一生服用

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/59d032c11b017d1eecb3514ad546a02a …

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 10時間10時間前 
気象庁宮城野カメラ 
https://twitter.com/usa_hakase/status/617321062741610496/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
これ、22時26分現在の大湧谷。
NHKは、政治関連はダメだけど、自然災害に関しての部署は、貴重な報道をしてると
思う。

NHKが公開してるWEBライブカメラ（http://www3.nhk.or.jp/news/realtime-1/index.html
…）

火山たんさんがリツイート 
駿河局 @SuruganoTBN · 10時間10時間前 
ねーねー今夜の箱根、ちょっと張り切ってない？ 

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
噴火は地震に比べると「いつ起きるか」は予測しやすいと言われているよ。けど、ソ

レは観測網が整備されている火山で成功例が少しあるだけで、しかも「どのくらいの

規模か」「どんな噴火をするか」は予測が難しいんだよ…だから、常に最悪の噴火を
想定して日頃から備えることが重要なんだよ。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
原発周辺の５歳未満児、がん発生率が６割も高い

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9c85bf68fda936b9ad5a315a2539257b …
スターングラス博士

【ミルストーン原発周辺地区のミルク中のストロンチウム９０】

原発からの距離との関係＞１６０キロ離れていても

ミルク中には高いレベルのストロンチウム９０が含まれている

cmk2wlさんがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/59d032c11b017d1eecb3514ad546a02a
https://twitter.com/usa_hakase/status/617321062741610496/photo/1
http://www3.nhk.or.jp/news/realtime-1/index.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9c85bf68fda936b9ad5a315a2539257b


t-mari @kappel0208 · 12時間12時間前 
チェルノブイリの火災は怖い。黒海に集積する流れは、その周辺諸国すべてを覆う。

ルーマニアのベータ線検出が異常に高かったのは納得ができた。ブルガリア、ギ

リシャ、での突然のスパイクも理解できた。黒海の二手に分かれるどちらにも直面す

るのはトルコ、その先はクレタ島。

War Is Overさんがリツイート 
NORI.T @o_kaa · 12時間12時間前 
私のところにも来たよ（＠＠；）||||
#年金情報流出 　@o_kaa 
「基礎年金番号」「お名前」「生年月日」「住所」…って
全部流出してるじゃん（‾□‾;） 
https://twitter.com/o_kaa/status/617303031709765632/photo/1

sparrow @spanest · 13時間13時間前 
フクイチは紫のもや。何が起きているのか⇒"@cmk2wl: 2015/07/04 19:10分
ふくいちライブカメラの映像ですが、紫色です。 "

月夜のふくろう @owlmoon521 · 14時間14時間前 
月夜のふくろうさんがリツイートしました 現代ビジネス
おいおい、タバコの吸殻って…
「プールの底には、タバコの吸ガラやペンなどさまざまなものが落ちています。それ

を拾うために放り込まれるのでしょう。1F（イチエフ、福島第一原発のこと）には黒
人だけでなく白人もいました」（水野氏） 

amaちゃんださんがリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
07/04 箱根町宮城野
二酸化硫黄（SO2）火山ガス：腐敗した卵に似た刺激臭
7時ごろから上昇、9時に（0.106 ppm）環境基準値を超える。大湧谷の噴火後、度々、
数値が上昇する。

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 22時間22時間前 
アーニー・ガンダーセン「9万Bq/kgの汚染シートが見つかった。環境庁は、1トンのゴ
ミと混ぜて焼却すれば、放射性セシウムは十分薄まると言う。日本の解決策は世界の

どことも違う。米国なら300年間地下に埋めて管理する。　http://amba.to/1payGMx

https://twitter.com/o_kaa/status/617303031709765632/photo/1
http://amba.to/1payGMx


War Is Overさんがリツイート 
太陽のイビキ @taiyonoibiki · 7月3日 
@postoil @panta_2525 確かに恐ろしい光景ですが、本当に恐ろしいのは14万袋が敗れ
始めている事でなく、広大な汚染範囲が除染されないまま放置されている事です。14
万個は少なすぎるのです。この光景の背景になっている山も川も野も林も田畑も汚染

されたままということです。

War Is Overさんがリツイート 
石井吉徳 @postoil · 6月30日 
これは怖ろしい光景、黒い積み重ねられた膨大な袋は、いずれ次々と劣化、破損する

、そして海に流れよう。これは「海外メディア」が報じるフクシマの実態、福島県富

岡町の汚染土壌の一時保管地区をドローン空撮、日本メディア、TVも新聞も報道しな
いが 
https://twitter.com/postoil/status/615674904550060032/photo/1

masanori watanabe 52 @Masanori · 6月30日 
イチエフの2号機の原子炉格納容器のロボットの入り口、このような線量です。
https://twitter.com/52Masanori/status/615881819917975556/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
人気の曲 - さだまさし 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
「奨学金と言う偽物を「ローン」として貸し付け、返済できなければ自衛隊へ！ ：N
Watanabe氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17766.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
NHKスペシャルで自民党の高村副総裁が情緒不安定に！机を何度も叩いたりして、視
聴者から「うるさい」とコメント！公明党も酷いと話題！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7092.html …
高村が末期癌であることは一目瞭然　焦ってるのだろう

https://twitter.com/postoil/status/615674904550060032/photo/1
https://twitter.com/52Masanori/status/615881819917975556/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
http://sun.ap.teacup.com/souun/17766.html#readmore
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7092.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
IS系組織、シナイ半島からイスラエルにロケット弾発射 エジプト
http://www.afpbb.com/articles/-/3053613 …
また茶番を

イスラエルが作ったイスラム国がイスラエルを攻撃してみせる自作自演の茶番劇

ハマスのミサイルと同じで絶対に命中しない

驚異のミサイル撃墜率9割　ありえない確率

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
7月7日　東京地裁で大間原発建設差し止め裁判
東京地裁、午後2時より
７０３号法廷に集りましょう。

午後1時30分まで傍聴券配布・・抽選になります
1時前に集まってならびましょう。
http://ooma.exblog.jp/21412565/

https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
「風に立つライオン」特別映像（主題歌フルバージョン）

War Is Overさんがリツイート 
ネズミさん @Nezmi_san · 7月3日 
ネズミさんさんがリツイートしました ハフィントンポスト日本版
アスペルガー症候群、いわゆるKYは頭が良い。脳に障害がある方が有用って事は、頭
が良いは決して良いことでない。

たしかに。（＾＾；）

私はKYなおかげで、脱被曝ができてる。ね…☆

 
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月5日8:51
時間おーばー！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月5日16:06
で。(-_-#)

つまり昨日の私の絶不調は、

「フクイチが紫色」

（プルトニウム露天核融合）…

の、せいだと。(・_・;)

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


（７月５日）　食欲がない＝体調が悪い人が顕著に増えている。

http://85358.diarynote.jp/201507051023368836/

札幌最高！

2015年7月5日コメント (3)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月5日15:45
それにつけても、今回の台風３連発を見るたびに、ついついある単語を呟いてしまうガンダム旧

世代は、ゼッタイ私だけではあるまい…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月5日16:01
…で…(-"-;)…

なぜ曲がる、１０号…ッ(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月5日20:39
札幌でも

食欲がない＝体調が悪い人が

顕著に増えているのは、

各店の弁当・惣菜売場の

トンデモな売れ残り具合を見れば

類推できる…ヽ（・＿・；）ノ
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（７月６日）　バイトは遅番。ゆえに、キッカリ一時間遅れで通常運行中です。

http://85358.diarynote.jp/201507060951164134/

あなたは根本的に負けている。

2015年7月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

遅めようございます。

０９：０５。

バイトは遅番。

ゆえに、キッカリ一時間遅れで通常運行中です。

（＾＾）

札幌は現在ほぼ申し分のないベスト・コンディション。

少し蒸し暑いですが、無風で半曇りで、室温２４℃。

音楽は気分で「舞曲」で検索…♪
https://www.youtube.com/watch?v=WF3k9L9mZ30
【吹奏楽】華麗なる舞曲　シエナ・ウインド・オーケストラ 

ところでこの震源図は、「五目並べ」の途中とかなんでしょうか…？？

http://85358.diarynote.jp/201507060951164134/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150706/85358_201507060951164134_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150706/85358_201507060951164134_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150706/85358_201507060951164134_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WF3k9L9mZ30


https://www.youtube.com/watch?v=ddNi8MiEdZg
ハンガリー舞曲 第5番 (ブラームス) 

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 3 時間3 時間前 
6時00分現在、強い雨が降っている地域は以下の通りです。
■1時間雨量
鹿児島県　輝北　26.0mm
鹿児島県　枕崎　21.5mm
宮崎県　　串間　20.5mm
鹿児島県　加世田　20.0mm
鹿児島県　牧之原　19.5mm

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
他の台風はそうでもないけど、台風 9号は大きい。
添付は気象衛星の水蒸気写真。6日2:30分。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/617746846547480576/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
フクシマの水蒸気が、九州の熊本宮崎の湿度や日照に影響するなんて、バタフライ効

果だね。もっと世界的だと思うけど。

火山たん @volcano_tan · 9時間9時間前 
浅間山の現在の様子だけれど、なんだか噴気の量が多くて高めのような気がするん

だよ…
http://www.data.jma.go.jp/svd/volcam/data/volc_img.php … 
https://twitter.com/volcano_tan/status/617708632789028864/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 10時間10時間前 
東京新聞:大涌谷「レベル４」で２キロ圏避難　箱根町検討　芦ノ湖畔など３集落:神奈
川(TOKYO Web) http://www.tokyo-
np.co.jp/article/kanagawa/20150704/CK2015070402000139.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
箱根の噴火騒動で世間がバタバタしてる時に

もしかしたら関東や相模湾、静岡沖付近で大きな地震が起こるんじゃないかな、なん

て思ったりしますよね。太古の昔の噴火と大地震の関係を調べると、ものすごく密接

https://www.youtube.com/watch?v=ddNi8MiEdZg
https://twitter.com/cmk2wl/status/617746846547480576/photo/1
http://www.data.jma.go.jp/svd/volcam/data/volc_img.php
https://twitter.com/volcano_tan/status/617708632789028864/photo/1
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20150704/CK2015070402000139.html


な関係にあるしなあ、なんて思う時がある。いずれにしても箱根の火山活動は要注意

ですね

あはは☆

https://www.youtube.com/watch?v=uJJXu6hrNe8
「指揮者なんて誰がやっても同じじゃね？」と思う人のための同曲異演集

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
まとめを更新しました。「噴火警戒レベルは詐欺」 http://togetter.com/li/843053

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
気象庁は、自分の情報発信の目的と方法をいますぐ抜本から考え直したほうがよい。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
気象庁は防災を金儲けのためにやってるのではないかと疑うに足る証拠のひとつと

して、コピーライト（著作権）の主張をあげることができる。国の組織として税金で

獲得したこのような画像情報にコピーライトを主張している。 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/617820815652880384/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
ちだい @chidaisan · 9時間9時間前 
お金のないユネスコは、だんだん日本の世界遺産登録をズバズバ通してくれるよう

になってきた。ＦＩＦＡの賄賂もなかなかだけど、ユネスコの賄賂もスゴそうだ。だ

いたい「明治産業遺産」なんて、マニアックすぎて、世界の観光客も興味ないだろう

。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150705-00000551-san-eurp …

War Is Overさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
テレビは番組云々の問題じゃなく、テレビの画像そのものが危険。

何を刷り込まれるかじゃなく、脳に対する影響そのものが危険。

視聴しているだけで、あなたは根本的に負けている。

https://www.youtube.com/watch?v=tOMMkuaT4jw
【吹奏楽】タンツィ〜３つのロシア舞曲より

https://www.youtube.com/watch?v=uJJXu6hrNe8
http://togetter.com/li/843053
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/617820815652880384/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150705-00000551-san-eurp
https://www.youtube.com/watch?v=tOMMkuaT4jw


  



（７月６日）　バイト遅番からぷるぷる震えながらさきほど帰宅。２３：１０。

http://85358.diarynote.jp/201507070023252132/

札幌、気温１５℃。（＠＠；）

2015年7月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おばんです。２３：１０。

バイト遅番からぷるぷる震えながらさきほど帰宅。

https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY
【100分】 疾走感のある カッコイイ曲集 【ケルト・北欧等】

どうやら台風３連の影響が出始めたらしく、すごい勢いの北風で、気温がどんどん下がっていき

ます…
…|||（〜〜；）|||…

…農家は哭き伏してるぞ、これ…

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【高温に関する異常天候早期警戒情報（北海道地方） 2015年07月06日 14:12】
今回の検討対象期間（７月１１日から７月２０日まで）において、北海道地方では、

７月１１日頃からの１週間は、気温が平年よりかなり高くなる確率が３０％以上と見

込まれます。（続く）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
（続き）農作物の管理等に注意してください。なお、北海道地方では、今後９日頃ま

では気温は平年より低いですが、その後は高くなる見込みです。

http://85358.diarynote.jp/201507070023252132/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150707/85358_201507070023252132_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY


地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 �
【M6.2】TONGA 1.0km 2015/07/06 21:24:00JST, 2015/07/06 12:24:00UTC
(G)http://j.mp/1fgLeRD (USGS)http://j.mp/1exOGqc

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
九州の「霧島連山」って言えば

九州の人なら、どれだけ危険な火山か？というのを知ってますからね。今日、気象庁

が「ヤバイかも」と言ってる。今日ね。しかも「噴出現象」なんて意味不明な言い方

してる。つまり噴火の可能性だろ。

はっきり言えよ。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
ネットでは指摘されてますよね

箱根は（噴火警戒レベル3）ですよね。なのに何で「お前ら、ここから避難しろ」と言
ってるのか？という事ですよね。「お前ら避難しろ」は（レベル5）です。口永良部島
の方々が、全員避難してるのと同じ危険なレベル。でも、そう言わない。理由は明白

。観光地だから。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
今、起こってることは原発事故と同じ。

国民＝観光客のことなんて、あまり考えてないから。「噴火してるんだから、危険な

のはわかってるが、そこで避難しろなんて言えないだろ。どうすんだ経済的な損出」

こんな感じだろ。で、もしも御嶽山のような犠牲者が出ても「噴火の前兆が無かった

」と嘘を言う

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
気象庁がメディアに「噴火の恐れ」

というような表現で、火山の状態を伝達をしてる場合、ほぼ「噴きます＝噴火する」

浅間山も口永良部島も噴火の数日前に、気象庁は、そういう表現を使ってる。つまり

前兆をとらえてる。例外で「箱根」は、どう見ても噴火してるのに噴火と報道しなか

った。理由は明白。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
どうも変だなと思う

６月になり、浅間山、口永良部島、箱根と、次々に火山が噴火してるけど、報道が少

なすぎる。もっと注意喚起すべきじゃないの？「あまり報道すんな。オリンピックを

控えてる」なんていう政府の圧力があるんじゃないの？　今日も「九州：霧島山・噴

http://j.mp/1fgLeRD
http://j.mp/1exOGqc


火の恐れ」と気象庁が発表してる

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
時間差の直下型

18時24分：埼玉県（M3.3 深さ100km）
18時30分：茨城県（M4.1 深さ50km）
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150706183528395-061830.html …

火山たんさんがリツイート 
Sputnik 日本 @sputnik_jp · 6時間6時間前 
カムチャッカのジュパノフスキー火山、高さ6kmの噴煙上げる
http://sptnkne.ws/yAY 

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 
[続報] 前のフレアは、 M1.0 の中規模フレアへ更に発達し、X線強度は、7月6日17:44
JST (6日08:44 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
7月6日13時45分
震源地（兵庫県南東部：マグニチュード3.1
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150706134833495-061345.html …）
この兵庫県南東部は5月末ごろ、震度1以下の小さい地震が度々あり、6月1日と3日にも
有感地震が起こってる震源域。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7 時間7 時間前 
シラス噴火だって、気象庁が、一般の利用に適合する予報・警報を出すことになっ

てる。法律上は。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 8時間8時間前 
浅間山二酸化硫黄2200トン。相変わらず多い。
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/306_Asamayama/306_So2emission.htm
…

早川由紀夫さんがリツイート 
添田孝史 @sayawudon · 8時間8時間前 
九州電力の広報に電話して聞いてみた。いとすえさん「これは大きな噴火にはつなが

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150706183528395-061830.html
http://sptnkne.ws/yAY
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150706134833495-061345.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/306_Asamayama/306_So2emission.htm


りません」と断言されました。すごいぞ、九州電力。九州のみなさん、安心してくだ

さい。Reading:霧島連山の硫黄山周辺で火山性地震増加　NHKニュース
http://nhk.jp/N4K64Fnu

火山たん @volcano_tan · 12時間12時間前 
火山たんさんがリツイートしました うさはかせ Prof.Lièvre
霧島山のえびの高原周辺で、昨日は火山性地震が24回起きたみたいだね。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 
数分で終わる地震と違って、噴火は何日も何週間もかけて発展する。いまの噴火を解

釈してただちに伝達できれば多くの命を救える可能性がある。防災のための火山学は

、噴火予知ではなく噴火迅速解釈の道に進むべきだ。

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ60.0km 2015/07/06 21:04:45 http://j.mp/1fgGM5A

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ88.5km 2015/07/06 08:44:54 http://j.mp/1CeTFHl

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ41.7km 2015/07/06 08:36:48 http://j.mp/1CULgUj

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M3.2】日高地方 深さ28.5km 2015/07/06 07:33:29
(G)http://j.mp/1TeFYfY (Y)http://j.mp/1ewdGOt (アニメ)http://j.mp/1TeFYfW

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M3.1】十勝地方南東沖 深さ101.0km 2015/07/06 06:49:10
(G)http://j.mp/1JPl2aL (アニメ)http://j.mp/1H1YX4z

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M3.7】北海道東方沖 深さ5.0km 2015/07/06 06:21:30
(G)http://j.mp/1LRcEuH (アニメ)http://j.mp/1H1TOJL

http://nhk.jp/N4K64Fnu
http://j.mp/1fgGM5A
http://j.mp/1CeTFHl
http://j.mp/1CULgUj
http://j.mp/1TeFYfY
http://j.mp/1ewdGOt
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http://j.mp/1JPl2aL
http://j.mp/1H1YX4z
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http://j.mp/1H1TOJL


地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M3.4】青森県東方沖 深さ44.8km 2015/07/06 05:55:49
(G)http://j.mp/1H1PgDb (アニメ)http://j.mp/1H8rdG2

http://j.mp/1H1PgDb
http://j.mp/1H8rdG2


（７月６日）　今できることをやらないから、後悔することになる。

http://85358.diarynote.jp/201507070026186113/

髪の毛めっちゃ抜ける／食べて応援。５年以内に白血病死／関東

脱出組が目立ち始めた。

2015年7月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

cmk2wl @cmk2wl · 5 分5 分前 
何度でも後悔することになる。

初期被曝の上に、食べて、飲んで、吸い込んで、浴びて、濡れて、

嘘を信じて、真剣に考えないで、自分をごまかして、そして避難しないで。

今できることをやらないから、後悔することになる。

neko-aii @neko_aii · 48 分48 分前 
(2013/3)絶句！煙霧から高濃度放射能検出！
東京を覆った煙霧から、4362Bq/kgが検出された！ 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cc7de84136249950b79616c10629aa0f …
当時は「中国の黄砂だ！」とか言われて騒がれていましたが、

結局のところ放射能砂埃が大量に舞い上がった光景だった

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
福島原発事故当時、

命をかけて現場に飛び込んでいった人たちがいた。

半分以上は亡くなっていると思う。

爆発からまだ程ない時期

宇宙服みたいなのを着て行く人たちがいたんだ。

酸素ボンベを持って、鉛の服を着て、その上にベストを着て

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/427400a0d8cae5fabf5b6b2badd13dff …

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
＜奴は知っている 山下俊一発言まとめ＞
大人と異なり、小児甲状腺がんの４割は、

小さい段階『１センチ以下、数ミリの結節』でみつけても、

すでに局所のリンパ節に転移ある

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5c5c99e54b3b23eb3182e397ff3e1491 …
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War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
どんな病気でも放射能のせいにするとバカにする輩が多いが、放射能はミトコンドリ

アの細胞膜を破壊するので、免疫力の低下により、あらゆる病気に罹患する確率が高

くなる。　http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"sedzir 2014年11月24日
60代頭で健康に人一倍気を使い
検診で引っ掛からなかった知人が

心筋梗塞で倒れ、

措置が早くて幸いギリギリ生還。

純粋な善意から食べて応援をするタイプではある。

ウチの坊主の周囲も

関東脱出組(子供だけの疎開含む)が目立ち始めた。"

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
台風 9号が、太平洋から汚染を連れて戻ってきます。
https://twitter.com/cmk2wl/status/618019004930613248/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
国道115号相馬市のライブカメラ
http://sousou.ken.roadview.pref.fukushima.jp/display.cgi?place=sys05 …
いつもこんな感じ。

War Is Over @kenshimada · 4時間4時間前 
吸い込んだセシウムが放射線を発射しながら血管の中を流れるとどうなるか。血管の

内側の壁が次々破壊される。すると、血管壁の中からアテロームという粥状の脂肪が

浸出し、これが心筋梗塞や脳梗塞の原因となる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
この地域は気をつけた方が良い

あまり地震が無いので、無警戒な人が多いけど「断層の巣」ですからね。直下型地震

だから、ほとんど前兆もなく、ドスンと起こりますから。備えはしといた方が良い

です。https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617967350361427968 … 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618009271888818178/photo/1
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cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
2015年07月06日　八丈島(ハチジョウジマ)
湿度100パーセント 

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
食べて応援。 5年以内に死ぬ確率が5割

neko-aiiさんがリツイート 
Miko 65 @MikoBOT · 7時間7時間前 
報道でPM2.5は中国からと突然大キャンペーンが始まりましたが、本当にPMは中国産
でしょうか？九州のある企業で福島の石炭焼却灰を受け入れリサイクルしています。

北QのPM2.5、一時間毎測定値の公文書を見るとがＨ23.4月に230超え、他月でも百超
えがよくあります

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
【拡散】tokaiama 市場に売られている魚に計測をつけると
　http://www.kakehashi.or.jp/?p=9137 　これを食べてる全員が数年で白血病死すると
思うよ

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
【拡散】放射能汚染地帯で暮らしていると、子供は５年、大人は２０年で死ぬ

　http://bit.ly/X83v7w

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 9 時間9 時間前 
去年1年間で起きた突然死の数が、一10倍だそうです。東京でです。医師会でも話題
になってる。http://amba.to/Xqvj9e

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
スクラップ工場が購入した鉄くずや、工場にしかれているゴムシートからも放射能が

検出されている　今治タオルはイタリアで一時輸入拒否に　http://bit.ly/QsZYjA

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
宮崎も湿度100パーセントで連続しています。 

War Is Overさんがリツイート 
太田隆文（映画監督） @kiriyama99 · 14時間14時間前 

http://www.kakehashi.or.jp/?p=9137
http://bit.ly/X83v7w
http://amba.to/Xqvj9e
http://bit.ly/QsZYjA


「食べて応援」の実態？　吉野家、福島の米を使い、野菜栽培も開始ー日経のニュー

スからを考える。 http://cinemacinema.blog.so-net.ne.jp/2015-05-17

Lightworker @Lightworker19 · 17時間17時間前 
この時期にNHKがあえて海女を主人公にした朝ドラをやる理由くらい、 よく考えなく
てもわかれよw　忘れてない？　戦時中だぜ今　http://bit.ly/1diAH6r

Lightworker @Lightworker19 · 19時間19時間前 
【原発事故】 あのさ…やっぱ放射能の影響出てない？　髪の毛めっちゃ抜ける
　http://bit.ly/1r1gNMZ

Lightworker @Lightworker19 · 22時間22時間前 
【東京】子供の突然死が１０倍、白血球の数値の７割に異常が。

http://amba.to/WBj6sU

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月5日 
名無し：2015/07/05(日) 12:30 ID:XXXXXXXX
九電玄海原発、原子炉劣化の目安となる"試験片"を廃棄か こんな連中に原発運用とか
もう無理だろ…
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1327343089/ …
#２０１２年の記事ｏ原子炉老朽化の試料をわざわざ廃棄

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月4日 
名無し：07/05 02:20
いつも3号機に照明あててるのに、今日は3号機だけ照明消してやがる。ほんと隠蔽す
んの好きだなぁ糞東電は

名無し：07/05 02:26
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Z1IzWIzVf1k#t=16 …
16秒あたりで廃棄塔から放電してるんだが、なんだこれ！？ 

War Is Over @kenshimada · 12時間12時間前 
911以来、イスラムは悪だ、テロリストの温床だというのが定説とされてきたが、そ
の間、イラク・アフガン・パキスタン・ガザ他で欧米人の何百倍以上のアラブ人が殺

害されたのを報道するマスコミは少ない。現在の真実とは、ジェノサイドを行う側が

定義していると考えて相違無い。
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（７月７日）　４連勤のあとの、４連休の初日！（＾ｗ＾）！♪

http://85358.diarynote.jp/201507070942377100/

「奇跡は起こすものだ。原稿をしなさい。」

2015年7月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

 
 
おはようございます。７月７日０８時３８分。

４連勤のあとの、

４連休の初日！（＾ｗ＾）！♪

…しかしながら、外は雨…。（－－；）
（しかもナンだ！稚内の線量は…ッ！）

「５月の連休」からずっと、計画が頓挫し続けている「八剣山」登頂計画は、

（ＴＴ；）

とりあえず再び「明日に持ち越し」…

ま、気分だけでも「お休み」感を演出…！☆
と、いうことで、ＣＤ（セデ）でコレ聴いて起きだしました…♪

https://www.youtube.com/watch?v=m2Mi5Q7bE8I
ORQUESTA DE LA LUZ salsa caliente del japon

（…老けたな…。（＠＠；）
　…てか、「すでに被曝超過で死にかけてる」なぁ…★）

…（ＴへＴ；）…

https://www.youtube.com/watch?v=moPdt5FGPVQ
SALSA EROTICA Y SENSUAL - Audio Móvil "El Gato Bailador" presenta... 

しかしながら、やはり、まとまった資金さえ準備できたら、移住する先は、

http://85358.diarynote.jp/201507070942377100/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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☆ブラジルのサンパウロかポルトアレグレ、

☆ウルグアイのサルトかミリン湖畔、

アルゼンチンの「猫椅子」か、バイア・ブランカ♪

…だよなぁ…♪（＾ｗ＾）♪

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 20分20分前 
奇跡は起こすものだ。原稿をしなさい。

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.4 の中規模フレアとなり、X線強度は、7月7日05:48 JST
(6日20:48 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.7 の中規模フレアとなり、X線強度は、7月7日05:40 JST
(6日20:40 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【沖縄地方 気象情報 2015年07月07日 05:11】
強い台風第９号は、７日３時には、沖ノ鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで

西へ進んでいます。この台風は、発達しながら北西へ進み、９日には沖縄地方に接近

するおそれがあります。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【西之島 新たな火口から噴火始まる】
活発な噴火活動が続く小笠原諸島の西之島について、海上保安庁は測量船による海上

からの観測の結果、これまで続いていた島の中央部の火口からの噴火が停止し新たに

できた火口から噴火が始まったと発表しました。

http://nerv.link/9k0kcy

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
異常に狭い箱根山の警戒区域！噴火警戒レベル２の浅間山は２キロ、レベル３の箱根

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://nerv.link/9k0kcy


山は１キロだけ・・・！観光地に配慮か？

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7114.html …
また御嶽の二の舞になりそうだ

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 14 分14 分前 
7月6日にレスキューナウが配信した鉄道情報は302件、停電情報は40件、避難情報は0
件でした。（件数は速報値、続報は含まず）
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（７月７日）　「国民をもっと疲弊させればいいのでは」「我々は彼らが毎日長時間働
かねば生活が成り立たないように賃金を設定しましょう」。

http://85358.diarynote.jp/201507071031011305/

【警戒！避難！即行！】…【フクイチ壊れてます！】

2015年7月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
根拠？これ。（－－＃）。

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@TOHRU_HIRANOさんのツイートやアカウントを見る
ことができます。[フォローする]ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りまし
ょう。

コレが出る時は必ず「フクイチ重大事態進行中！」の…
すでに、【暗号】！

（＠０９：４３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=B3x6FXu6HsA
El Gran Combo - Super Exitos (Recopilación) 

kenji @buick54aki · 4 時間4 時間前 
フクイチ

ライブカメラ

インチキくさい

露骨

鳥の鳴き声 異常
福島

原発

急病人

人身事故

給食

水道水

地震
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前兆

大地震 

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
福島第一第二の燃料棒を合わせると半径300km圏は危険がある と情報が入りました。
東京も入ります。http://amba.to/Xqvj9e

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
横浜市港北区２６０万Bq/m2。東京都豊島区３９０万Bq/m2。
強制避難レベル http://bit.ly/VZru8a

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
2015年07月07日　小名浜(オナハマ)
2015年07月07日　銚子(チョウシ)
2015年07月07日　八丈島(ハチジョウジマ)
2015年07月07日　伊良湖(イラコ)
湿度100パーセントが始まりました。

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 6時間6時間前 
なみだ 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450525566827917312/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
どうするのこれ？

1時間で東京ディズニーランド、シー、リゾートを合わせた面積より広い範囲を湿
度100パーセントにできるなら、さもありなんだよね？
再稼働とかふざけるんじゃないよ。 

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
福島原発から 22000トンの水蒸気が一時間で放出されていたら、いったいどれだけの
範囲に影響を与えるのか…。
小学校の 25mのプールは約500トンだから 44杯分が一時間で大気に。

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
子供達が福島事故で大量被爆、身体から7μSv/h。医師「もうこの子達を救えない 手
遅れ」http://bit.ly/10hQJ7i

http://amba.to/Xqvj9e
http://bit.ly/VZru8a
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450525566827917312/photo/1
http://bit.ly/10hQJ7i


cmk2wlさんがリツイート 
ハル @esmhal · 10時間10時間前 
蔓延してしまった。

福一から離れているから大丈夫…なんて思っていたら危ない事にほとんどの人が気づ
いてない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
火山噴火リスクを理由に原発に反対している人たちの前に立ちはだかっているのは、

気象業務法13条だよ。そこでは噴火予知ができることになってる。

amaちゃんださんがリツイート 
にゃむ @NYAM2013 · 24時間24時間前 
中学生の息子の学校健康診断、今年は予備調査書に麻疹何歳、喘息何歳、等と並ん

で『甲状腺何歳』とあった。

うちの息子は甲状腺に嚢胞多数あるので『嚢胞何個』と記入したが、念入りな触診は

されたものの今年も『所見なし』だった。なんのための健康診断なんだか。小学生の

娘も同様だった。＠東京

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 57分57分前 
避難指示を９月５日午前０時に解除せよと、政府が楢葉町長に指示したのかな。これ

ならわかる。情報源に当たらないと確かなことはわからない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 59分59分前 
の、はず。もし法治国家なら。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
町民に避難指示しろと内閣総理大臣が町長に指示した事実は、ある。町長がそれに忠

実に従って指示したかどうかは知らない。いずれにしろ、避難指示を解除する法的権

限が政府にあるとは思えない。町長の意思がすべて。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
おかしな新聞記事だなあ。避難指示は町長が出したはずなんだが。だから解除も、町

長がするはずなんだが。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 



楢葉町避難解除へ：副経産相「安心は心の問題」 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20150707k0000m040115000c.html …
「政府の原子力災害現地対策本部は６日、東京電力福島第１原発事故で全町避難とな

った福島県楢葉町に、避難指示を９月５日午前０時に解除すると伝達した。」

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
放射能が不安だと反発、楢葉町7400人の避難指示解除 9月上旬に(7/6 NHK)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5305.html …
チェルノブイリ基準では永久立入禁止水準

欧米で政府がこんなことをやれば巨額の訴訟を起こされて関係者は全員逮捕、終身刑

になる

（本来は「お盆前」だったはずが「とりあえず」政府判断「ですら」

「延期せざるをえなかった」という「状況証拠」のほうに「注目」…！）

Lightworker @Lightworker19 · 44分44分前 
千葉県我孫子市の個人宅に植えていたリンゴから１５００ベクレル/kg超の放射性セシ
ウムが検出　http://bit.ly/1AnxlXl

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
では、なぜ今まで検出されなかったのでしょうか？　私はやや犯罪の臭いを感じます

。というのは、セシウムは「機器」を使って測定できるのですが、ストロンチウムは

混合物からストロンチウムだけを取り出してから測定します。だから、その操作の時

に「ストロンチウムを故意に捨てる」ということは容易

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
彼女は半年ぐらい経った頃から、時々、急にからだがだるくなり、手足の力が弱くな

って立っているのが辛く、どうしても座らなくてはいられなくなることがあった。半

日ぐらいでよくなることもあるし、何日間か続くこともあった。医師に話したこと

もあったが、気のせいだと取り上げてもらえなかった。

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
福島県はなでしこの本拠地を楢葉町のJビレッジに置く計画を進めている
なでしこを殺すつもりか？

なでしこ活躍「復興へのアシスト」　知事、Ｗ杯準優勝で

http://mainichi.jp/select/news/20150707k0000m040115000c.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5305.html
http://bit.ly/1AnxlXl
http://www.minyu-net.com/news/news/0706/news12.html


http://www.minyu-net.com/news/news/0706/news12.html …

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
ボトル水を探しに行くと、まだアスパルテーム入りの清涼飲料水が新しく売り出され

ていることに驚く。写真はイメージ。

https://twitter.com/cmk2wl/status/336847926510899200 … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/618090620393906176/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 11 時間11 時間前 
東京の親戚からわざわざ九州まで東北のサクランボと那須のハムがお中元で送られて

きた。そんなもの食べられるかといって捨てようとしたら母がもったいない。絶対食

べたらダメだよといったが、いない間に食べてしまったらしく、心臓が痛いと言って

いる。目も耳も急激に悪くなった。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
「＞大義もねえ！　軍法もねえ！　ジュネーブ条約で保護されねえ！　兵站の概念も

ろくにねえ！」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17783.html#readmore …

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
「原発安全神話」という防護壁が崩壊した現在、大量の言説によって「放射能安全

神話」という新たな防護壁が即座に作られた訳です。しかし、国民を危険な情報から

護る事ができても、国民は放射性物質から守られているかはまったく別の問題でし

ょう。　http://bit.ly/1zEfqxo

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
今日の記事　　　東京新聞一面トップに　『SEALDs』　…　無名の若者たちが　世の
中に影響を与え始めた。　

http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-1426.html …

…『進撃』の「壁」？
　『ホビット』の「楯」…？

https://twitter.com/cmk2wl/status/336847926510899200
https://twitter.com/cmk2wl/status/618090620393906176/photo/1
http://sun.ap.teacup.com/souun/17783.html#readmore
http://bit.ly/1zEfqxo
http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-1426.html


Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
マイクロチップ化を拒否すること、これ以上重要なことはない。マイクロチップと予

防接種は、ほとんど間違いなくつながっている！http://amzn.to/w7scUd

amaちゃんださんがリツイート 
♡えりりん♡ @eririn_527 · 3時間3時間前 
@tokaiamada 
おはようございます♪

やれるだけの事は やろうと思っています♪
マイナンバー受取拒否 みんなでしましょう！ 
https://twitter.com/eririn_527/status/618170878438735872/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
もう逃げられない！

マイナンバー制度「あなたの財産を丸裸にします」。「恐怖の名寄せ」で一発追徴課

税

全国民必読、逃げ道のない監視社会が到来する

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44012 …

War Is Overさんがリツイート 
biz-journal @biz_journal · 10時間10時間前 
ABCマート、異常な社員酷使で社内反乱！年収3百万台で毎日15時間の立ち仕事、休日
ほぼなし http://biz-journal.jp/2015/07/post_10643.html …

War Is Overさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 14時間14時間前 
「EU離脱」がもんだいなんじゃなくってさ、要点は
「通貨発行権をECBに任せないよ、わしらがじぶんで発行するよ」っちゅう、
反ロスチャな大反乱やねん。

ちゃんと報道せえや、できんやろ、蛆通信社、蛆新聞社どもめ。@xciroxjp 
https://twitter.com/kurieight/status/618011322337198080/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 7月5日 
政治家「しかし、こうも増税が続くと国民が暴動を起こさないだろうか」

大企業「国民をもっと疲弊させればいいのでは」

政治家「なるほど。では長時間労働を是とする法案を出そう」

http://amzn.to/w7scUd
https://twitter.com/eririn_527/status/618170878438735872/photo/1
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44012
http://biz-journal.jp/2015/07/post_10643.html
https://twitter.com/kurieight/status/618011322337198080/photo/1


大企業「我々は彼らが毎日長時間働かねば生活が成り立たないように賃金を設定し

ましょう」

政治家「よろしく頼む」

War Is Overさんがリツイート 
kei @kksugaya · 7月3日 
昼間のテレビで｢ギリシャって馬鹿だよね、無理してオリンピックして、返せないの

に43兆8000億円もIMFに借金して｣と言ってるのにコーヒーが喉に詰まった。日本もオ
リンピックして、IMFに40兆円借金してる。おまけに公務員給与が高くて武器購入して
るのまで一緒。

Lightworker @Lightworker19 · 2 分2 分前 
東京新聞電子版　：　東京新聞をいつでもどこでも全国で 申込月購読料無料で東京新
聞が読める　http://bit.ly/1r6vgaf

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日10:48
いま揺れた？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日22:56
ＴＨ氏の１３時間〜２４時間前のツイート、全部削除！

http://bit.ly/1r6vgaf
http://85358.diarynote.jp/
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（７月８日）

http://85358.diarynote.jp/201507080747423396/

霧樹りすとニワトリは、高いところが大好き♪

2015年7月8日 旅行

https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
Let It Go - Behind The Mic Multi-Language Version (from "Frozen") 

おはようございます。０７：１７。

ほんとはもう１〜２時間早く動くのが理想だったんですが、

（＾＾；）

まぁ理想通りに動く物事なんか、そうそうないですからね…
…（－－；）…

とにかく気象条件的には文句のつけようのないコンディションになりました。

最大の難関はようするに「私の筋力が運動不足でとことん落ちてる」ところなんですが…

…ｗ（〜〜；）ｗ…☆

ひとまず「登山口に足をかける」だけでも実現するべく、情報チェックは最低限だけにして、征

って参ります！

…お♪　悠宙舞が「お祝い」してくれた…♪
https://www.youtube.com/watch?v=0ZU_taqLTck
Making Today a Perfect Day (From "Frozen Fever" (Lyric Video)(Japanese Version)) 

いや、そもそもは「５月の連休」の行動目標だったし、誕生日は「６月８日」だったんですけ

どね…ｗ

ちなみにＴＨ氏は再び「なにげに凍結され中」です…
（－－；）

sarah　(STOP ABE) @lovelovesarah · 6分6分前 
@byebyetokyo2 フクイチの事故の処理のせいで、作業員が払底しているって、わたし
も聞いたことがあります。

junko @junko_in_sappro · 23分23分前 
日本国民の 放射能被曝は、すでに限界を超えている!
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/79420a630d21a6e9435eb6c8291ee6d5 …
フクイチは〈事実上)レベル８
福島→急性白血病が2.4倍、喘息2.7倍、糖尿病2.9倍、血液の病気3.0倍
先天性障害5.7倍、ガンが11.7倍、そして、消化器系の病気が20.9倍

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【沖縄地方 気象情報 2015年07月08日 06:03】
大型で強い台風第９号は、沖ノ鳥島近海を１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ

進んでいます。この台風は、発達しながら北西へ進み、９日から１０日にかけて沖縄

本島地方や先島諸島に接近するおそれがあります。（続く）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
（続き）早めの台風対策が必要です。

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M3.5】根室半島沖 深さ90.3km 2015/07/08 05:30:08
(G)http://j.mp/1G5JdNm (アニメ)http://j.mp/1G5JfEW

ぺこらった（Gimme Shelter） @ruinekoto · 7時間7時間前 
しかし作業員さんたちは命がけでフクイチの屋根撤去するのに、国は950億かけて国立
の屋根作るって完全に頭沸いてるよなぁ。

https://www.youtube.com/watch?v=QkaWFPNLXBc
おおブレネリ（ピアノ独奏版） 

http://www.bing.com/images/search?
q=%e5%85%ab%e5%89%a3%e5%b1%b1%e3%80%80%e7%99%bb%e5%b1%b1%e9%81%93&qpvt=%e5%85%ab%e5%89%a3%e5%b1%b1%e3%80%80%e7%99%bb%e5%b1%b1%e9%81%93&qpvt=%e5%85%ab%e5%89%a3%e5%b1%b1%e3%80%80%e7%99%bb%e5%b1%b1%e9%81%93&FORM=IGRE

え？（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=1fjRmn_P2sM
遠い記憶 ☆オルゴール☆童謡詰め合わせ (全６６曲 ) 

この曲（一曲目）大好きだって、どうして知ってたの？

悠宙舞さん…♪（＾＾）♪

さて。０７：４５です。

行ってきます！

目標！「無事故で生還！」

　！（＾＾）！♪
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https://www.youtube.com/watch?v=1fjRmn_P2sM


（７月８日）　登ります。

http://85358.diarynote.jp/201507080957318686/

大橋まで１時間半。

2015年7月8日 旅行 コメント (1)
悪くないペース。(^_^)v
お天気最高！(^o^)／
 
        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月8日10:23
むしろ涼しい(・_・;)
というか「風が冷たい」のが

想定外事故。ヽ（・＿・；）ノ

休憩して汗が引いたら、

おなか冷えた…(ToT)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507081052408603/

渇水。

2015年7月8日 環境は、生命圏で、生存権。
 
 
下流にいても感じていたけど、

札幌水道局は

断水の危機にあるらしい。
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
http://85358.diarynote.jp/201507080957318686/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150708/85358_201507080957318686_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201507081052408603/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150708/85358_201507081052408603_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150708/85358_201507081052408603_2.jpg


ヽ（・＿・；）ノ

浄水場のおじ様たちが心配そうに橋の下を覗いていた…

(・ω・;)(;・ω・)
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507081100331785/

目標捕捉♪o(^-^)o
2015年7月8日 旅行
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507081117293781/

あれに登ります。

2015年7月8日 旅行
トイレ借りて11時17分。
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（７月８日）　私の「健脚」は、まぁ健在？

http://85358.diarynote.jp/201507081310281958/

絶景ッ♪ (^o^)／
2015年7月8日 旅行
３６０度の大展望。

パノラマな絶景すぎて、

携帯の縦長写真じゃ撮れない☆

σ(^◇^;)。。。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507081341212063/

だめだｗ 膝が笑ってるｗｗｗ
2015年7月8日 旅行
登りがまさかの直登コース。

ていうか鎖場ありの崖！

(‾○‾;)

…だったんですよね…(^。^;)

時間は余ったんだけど、

体力が尽きた…σ(^◇^;)。。。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507081401528174/

さっきまであの天辺に居た。
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さっきまであの天辺に居た。

2015年7月8日 旅行
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

もう一枚。(^_^)v
2015年7月8日 旅行 コメント (1)
        

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日8:27
あれに１時間で登った私の「健脚」は、まぁ健在？

（＾＾；）   
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（７月８日）　…トライアスリートと呼んで下さい…(‾ー+‾)

http://85358.diarynote.jp/201507081407188641/

理想郷あおら。

2015年7月8日 環境は、生命圏で、生存権。
　

さすが札幌。

 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507081719061466/

【３冠】 達成！(‾ー+‾)！
2015年7月8日 旅行 コメント (1)
　

自転車 往復６時間。（予定）
登　山 往復２時間。（達成）
遠泳？ 温泉２時間。（堪能）

…トライアスリートと
呼んで下さい…(‾ー+‾)ニヤリ

（違っ

http://koganeyu.jp/one-day-spa/
＞湯元　小金湯　日帰り入浴

 
       

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日8:37
　

温泉とは名ばかりの「循環湯」なので、

塩素臭くて（－－；）

泉質云々どころの話じゃありませんでしたが

露天風呂の居心地は最高！（＾＾）！

サウナは狭かったけど、大好きな「不感温湯」があったので、無茶な急崖登攀でパンパンになっ

て急性筋肉疲労を起こしていた全身を、なんとか宥めて無事故で帰宅できました…♪

場所的には最高♪

登山＆お風呂！（＾＾）！

 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（７月８日）　「５月の連休」を、完遂しました♪ o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201507082002198885/

ここはどこ？私はだぁれ…？(^。^;)
2015年7月8日 日常 コメント (1)
＠20:00。

（前項参照）ｗ（－－；）ｗ

「小りす体力が余るとロクなことをしない」という好例。

ｗ（＾□＾＃）ｗ

（でも１０８円の掘り出しもの漫画を５冊も発掘しましたよ♪）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月8日21:40
　

無事帰投。(^_^)v
無事故で生還、と、

「５月の連休」を、

完遂しました♪ o(^-^)o

しかしながら、明日の筋肉痛は必須ですね。ヽ（・＿・；）ノ

情報チェック無理。(^。^;)
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買ってきた半額ヤキソバと半額メロンをかっ喰らったら、

即寝落ち。┐(’〜`；)┌
 



（７月９日）　時給は低いけど、環境と仕事的には「天国」♪

http://85358.diarynote.jp/201507090749525722/

車通勤できるかた。

2015年7月9日 就職・転職 コメント (1)
　

 
きのう送信し損ねてたやつ。

(^。^;)

参照：http://85358.diarynote.jp/201507081407188641/

時給は低いけど、

汚染も低い！(^-^)g

環境と仕事的には「天国」♪

o(^-^)o

免許と貯金があって、

線量低いところで

体調を整えながら、

エコな暮らしを学びたいかた、

ぜひどうぞ♪　(^o^)／

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日14:24
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amaちゃんだ @tokaiamada · 7月7日 
私はタクシー運転手時代 たくさんのダウン症家庭の送迎をやった
このとき不幸だと決めつけてた障害児家庭が誰よりも幸福感に包まれてる事実に気づいた

優れたモノだけが良いわけじゃない

本当の幸福は誰も知らない不幸ね中から誕生してくるのだと分かった

 



（７月９日）

http://85358.diarynote.jp/201507090859477638/

（仮）のまま終わる…。（＾＾；）
2015年7月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまして、おそようございます？

ＰＣ前に座ったのは０８：１３ぐらいでしたが、昨日のをぼんやり読み返していたら０８：４３

ですね…
（＾＾；）

予想通り筋肉痛ですが（＾＾；）

全身疲労困憊ってほどでもなくて、大殿筋と大腿四頭筋と腓腹筋「だけ」です…ｗ

札幌は７月９日ですが「秋晴れ」！

？…（＾へ＾；）…？

快晴無風ですが室温２２℃。外気温はそれ以下。風が冷たいです。

ポポンポン♪　と、「秋の大運動会」の打ち上げ花火が聴こえてこないのが不思議なくらいの上

天気です…

http://85358.diarynote.jp/201507090859477638/
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…（〜〜；）…

昨日も７月頭なのに真駒内でもセミなんか鳴いてなかったし。

どう考えても「５月連休」の気温でしたしね…

なんか音楽はぴったりのが見つからなくてうろうろしてとりあえずこれです。

https://www.youtube.com/watch?v=trZlvpLihHk
The Greatest American Marches 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日11:18
香川、近いうちに激しい揺れが来ます。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507090902278251/

（未完。）　ちょっと待て！長野で何が…？？
2015年7月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
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やっと出た。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 4時間4時間前 
長野県ですごいスパイク！　何だろう？

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_20.png …

いや、まだ出てないのか…？

？？

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日11:22
機器故障？

ゲージが延びてて、線量が実際よりかなり低く表示されてる…？

なにが？なにが？

（昨日まったくデータを観ていないので、何にも判らない…☆）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日18:52
７月８日の１５：３０．上のぽちっとなに注目！ 
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（７月９日）　今朝の最低気温は、１２℃だった…＠札幌。

http://85358.diarynote.jp/201507091148443902/

【警戒！】北海道：十勝岳、噴煙が高く上がっ

てる／【M2.5】石狩湾 深さ9.8km ／北海道東方
沖M６.2は前震である可能性が強まった。
2015年7月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
北海道東方沖M6.2の余震が起きない
ということは前震である可能性が強まった

行徳は滅多にない赤グラフ700超え
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

筋肉痛と激睡魔に襲われていったん緊急寝落ち（気絶）したあと、ＰＣ前に戻って参りました。

１１：２３です。
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筋肉痛対策で（？）いま効果的そうな音楽は、アフリカン・リズムかな…。
…ｗ（＾□＾；）ｗ…
https://www.youtube.com/watch?v=xHneI_dpBe8
1h African drum loop / BGM アフリカンドラム ループ 

気を取り直して、（筋肉痛とタタカイつつ★）

まず、【地元情報】チェックいきま〜す…☆

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ155.4km 2015/07/09 08:20:08 http://j.mp/1CpMPyE

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】根室地方 深さ110.4km 2015/07/09 06:24:41
(G)http://j.mp/1foELEs (Y)http://j.mp/1HhQOZZ

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.8】津軽海峡 深さ150.5km 2015/07/09 03:53:09 http://j.mp/1gouAzO

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.5】石狩湾 深さ9.8km 2015/07/09 00:33:11 http://j.mp/1dM7K3k

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ10.2km 2015/07/09 00:02:04 http://j.mp/1KOqNbH

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ118.4km 2015/07/08 23:22:47 http://j.mp/1JOX16t

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ60.1km 2015/07/08 21:41:08 http://j.mp/1HaE5t5

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.0】青森県西方沖 深さ162.1km 2015/07/08 16:37:19
(G)http://j.mp/1CoMA7c (アニメ)http://j.mp/1LVZcWk

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.5】内浦湾 深さ7.8km 2015/07/08 15:50:12 http://j.mp/1NNoVhb
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地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 豊頃町 
【M3.8】十勝地方 深さ99.0km 2015/07/08 15:14:00
(G)http://j.mp/1J3t3pK (Y)http://j.mp/1NNkYcu (アニメ)http://j.mp/1dLjR0D

地震マップ @eq_map · 7月8日 
【M4.2】択捉島南東沖 深さ184.7km 2015/07/08 09:16:31
(G)http://j.mp/1CmvQ07 (アニメ)http://j.mp/1flQjZ5

地震マップ @eq_map · 7月7日 
【M3.3】根室半島沖 深さ47.8km 2015/07/08 08:43:09
(G)http://j.mp/1LRaQ3Y (アニメ)http://j.mp/1HM90j1

地震マップ @eq_map · 7月7日 
【M3.5】根室半島沖 深さ90.3km 2015/07/08 05:30:08
(G)http://j.mp/1G5JdNm (アニメ)http://j.mp/1G5JfEW

…我ながら、よくこんな「地震だらけ」の災厄日に、

あんな危険な火山性岩崖山、よじ登っていたなぁ…★

…★　ｗ（＾◆＾；）ｗ　★…

たびたび警告している「道南＋青森：三重津波」も、そうですが…
何度か幻視している（書いたことはまだない？）「札幌大津波」…

まったく「ありえない、ことでも、なさそう」な、

気がしてまいりました…
…||||（〜〜；）||||…

（石狩湾　深さ）

https://twitter.com/search?
q=%E7%9F%B3%E7%8B%A9%E6%B9%BE%E3%80%80%E6%B7%B1%E3%81%95&src=typd

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7月8日 
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北海道：十勝岳

今日、噴煙が高く上がってるので、気象庁監視カメラが時々、ズームしてる。昨日7日
に発生した（北海道東方沖：マグニチュード6.2）の地震の影響かも。九州まで揺れを
検知した地震

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618290804558172160 …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618617196332253184/photo/1

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日11:54
地震速報 for iphone @iphone_quake · 2011年1月24日 
25日00時49分頃地震がありました。最大震度１です。震源地は石狩湾（北緯43.5度、東経141.3度
）で震源の深さはごく浅い、地震の規模はM2.9と推定されます。 http
://j.mp/LxNTR

↑　けっこう定期的？に揺れてて、しかも最近、頻度が上がってる…
||||（＠＠；）||||

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日12:07
火山たん @volcano_tan · 16時間16時間前 
北海道南西部の内浦湾には、噴火湾って別名があるんだよ。北海道駒ヶ岳や有珠山などの火山が

周囲に多いことから名付けられたんだよ。とても丸い湾なんだけど、ここ自体はカルデラなどで

は無いんだって。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日12:10
火山たん @volcano_tan · 24時間24時間前 
この時期でも低体温症になるんだね…＞RT

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618290804558172160
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618617196332253184/photo/1
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火山たんさんがリツイート 
UHBニュース公式アカウント @uhbnews_uhb · 7月8日 
#BreakingNews 低体温症か トムラウシ山登山客死亡
大雪山系トムラウシ山で、男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。男性は60代
、登山客、低体温症とみられています。

この山では6年前の7月、登山ツアー客ら8人が低体温症で死亡しました。 #山岳遭難

だって、今朝の最低気温は、１２℃だった…＠札幌。
…（－－；）…

山頂には、雪が降ってる…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日12:12
…２０℃近く違う…

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【熊本県 高温注意情報 2015年07月09日 11:04】
熊本県では、９日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症など健康管理

に注意してください。

[予想最高気温]
▼熊本　　　３５度

▼阿蘇乙姫　３１度

▼牛深　　　３３度

▼人吉　　　３３度

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日14:49
amaちゃんだ @tokaiamada · 7月7日 
昨日14時、北海道東方沖M6.2と共に出現した行徳データ、赤いアルプス
普通は前兆として出現するが、発生と同時に出るケースは見たことがない

もしかすると北海道東方沖は大変な地殻変動の前兆かも 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:37
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月7日 
名無し：07/07 14:18
東京世田谷は地上1mぐらいのところの空間線量がいつも0.08μSV前後なんだけど昨日まで北海道
で遊んでいて、ついでの図ってみたらガイガーカウンターの最低目盛りの0.05μSVしか出なかった
やっぱり東京は汚染されているのだと実感した…
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（７月９日）　な〜んにも後先考えてなさそうな人たちに「経済のこと考えろ」と言わ
れた時の気持ちをどう表現したらいいものか。

http://85358.diarynote.jp/201507091239357549/

川内原発、核燃料装填。深刻事態を想定せず。／地下に沈降を続

ける核燃料は臨界と収束を繰り返し核分裂反応熱は2,400度。巨
大岩盤層に大きな歪み／横浜火砕流４００万人。

2015年7月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (10)

https://www.youtube.com/watch?v=qEwnHf9Q23k
African Traditional Music 

地元の大地震？に怯えつつ、全国の情報を…

∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 59 分59 分前 
“地下に沈降を続ける核燃料は臨界と収束を繰り返しています。核分裂反応によって発
生する熱は2,400度となり、巨大岩盤層に大きな歪みを生みます…”
フクイチは大変危険な状況にあるようだ！？

http://ameblo.jp/64152966/entry-12047928220.html … 
https://twitter.com/fuhgetsu/status/618975036272046080/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
犬吠埼のライブカメラが紫色です。

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/618944349829607424/photo/1
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cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
数少ない太平洋岸の気象台や測候所で湿度100パーセントが連日のように観測されて
いる。海上濃霧警報はずっと出されたまま。

正気であるならなんとかしようとするはず。避難するしか方法はない。

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
千葉、八丈島、静岡、伊良湖、高知、宇和島、宮崎で湿度100パーセントになってます
。

異常事態なんですよ。

この濃霧警報もずーっとです。 

火山たんさんがリツイート 
火山ニュース @KznNews · 13時間13時間前 
07/08【箱根山】産経ニュース 箱根火山活動　大涌谷で地面が８センチ隆起　国土地
理院 - http://www.sankei.com/affairs/news/150708/afr1507080033-n1.html …
@Sankei_newsさんから

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
複数の火山の専門家が

「九州では原発は危ない」と言ってる。鹿児島大学の井村先生なんかは、もうずっ

と言ってる。ツイッターでも、ずっと言ってる

で、こういう専門家の意見を聞かないで、川内原発を再稼働する。事故ったら誰が責

任をとるのか？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
カルデラ

昔々、巨大な噴火し出来た「凹み」のこと

火山の近くの「湖」などの事。全て噴火で吹き飛ぶ事。日本には110も火山がある。こ
れは国土の面積から考えても地球上では稀な地帯。だから地震大国になる。そこに愚

かにも原発を54基も造った 

ただいま終活中 @himawari16425 · 14時間14時間前 
“@yoshidakengoman: 赤いポイントが川内原発‼�@TOHRU_HIRANO
@marihoshikawa pic.twitter.com/mrIsKKlDKW”近い！

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
ハワイ沖で発生したハリケーンが、台風11号の後に続いて、日本に接近するという予
報もある。 

http://www.sankei.com/affairs/news/150708/afr1507080033-n1.html


cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
10日の朝方まで、西日本の太平洋岸は東電福島原発の風下に。 

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 15時間15時間前 
え、気象庁は「15-1火口」が29-30日に噴火した火口と違う（その隣）ことにまだ気づ
いてないのか。穴はぜんぶで５つある。http://www.jiji.com/jc/eqa?
g=eqa&k=2015070800863&utm_source=twitter&utm_medium=eqa&utm_campaign=twitter
…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
今、日本で最も危険な地域の原発から再稼働

まったく意味がわからない。九州は過去に破局的噴火を繰り返し「カルデラ」がある

。その九州の火山帯が活発。火山＝地震だ。桜島は観測開始以来の活発化。阿蘇山、

口永良部島も噴火。霧島山も噴火の可能性 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618761515659759617/photo/1

火山たんさんがリツイート 
時事コム東日本大震災 @i_jijicom_eqa · 16時間16時間前 
噴火した噴気孔は「火口」＝箱根山・大涌谷−夏山「最新情報確認を」・気象庁
http://i.jiji.jp/jc/forward?
g=eqa%26k=2015070800863%26utm_source=twitter%26utm_medium=eqa%26utm_campaign=twitter
… #jishin #jisin

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
福島原発１号機

「建屋カバー 解体作業の行程と日程表。（画像
：http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/images/schedule_02-L.jpg …」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618720568242651136/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
口永良部島

（噴火警戒レベル5：避難）「8日16時（気象庁）7日に火山性地震が28回に急増。　
8日：噴煙が火口縁上400m上がりました。今後も、5月29日と同程度の噴火が発生する
可能性があります」

昨日から、やや活発ですね。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 18 時間18 時間前 
・浅間山は地震が増えてるけど、総合的に判断すると噴火しそうにない

・箱根山は地震が減ってるけど、総合的に判断するとやばそう

なんだ、この総合的に判断て。やっぱり火山は予知できない。降参だ。

http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2015070800863&utm_source=twitter&utm_medium=eqa&utm_campaign=twitter
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618761515659759617/photo/1
http://i.jiji.jp/jc/forward?g=eqa%26k=2015070800863%26utm_source=twitter%26utm_medium=eqa%26utm_campaign=twitter
http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/images/schedule_02-L.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618720568242651136/photo/1


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 18時間18時間前 
噴火に備えて警戒すべき距離が2キロなんて火山は他にない。火口のすぐそばまで人が
住んでるから2キロまでしか警戒しないらしいけど、箱根山はそんな人間の都合とは無
関係に、噴火したいときは..「(箱根33）小林淳さんの論文を勉強した。」
http://togetter.com/li/844514#c2016574 …

火山たん @volcano_tan · 20時間20時間前 
一見して火山に関係のないように思えるけど、実は火山由来の地形って実は割と存在

するんだよ。例えば北アルプスの穂高岳は、約170万年前の巨大噴火で降り積もった火
山灰が固まった地層が隆起して出来たんだよ。このときの噴火は1991年の雲仙の噴火
の3000倍の噴出物を出したらしいんだよ。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
2015年07月08日　室戸岬(ムロトミサキ) 
湿度100パーセントが連続しています。
https://twitter.com/cmk2wl/status/618683023567880192/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 23時間23時間前 
過去1万年間に箱根山で発生した熱雲。3800年前、5300年前、8000年前。小林淳2008
の図4に着色。 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/618636946600951808/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 7月7日 
@aromalifelabo @cmk2wl 千葉県北西部、室内に放置してたズボンに黒カビの黒点が現
れてて、そういえば苔…と思い出して、行き帰りの道をよく見たら、今まで無かった
所に苔の勢い半端なく盛ってます。右上は空間0.14μ 
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/618443306096168960/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 7月7日 
「伊良湖でも（湿度）１００パーセントが続いています。名古屋でも高い湿度です。

私の家はマンションの８階にありますが、外を見ると少し先から真っ白です。」

メルマガ読者から。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月8日 
どう考えても、6月29日の100トンだけではすみそうにない。通路ができちゃったんだ
から。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月8日 
・1000年に一度　100万トン

http://togetter.com/li/844514#c2016574
https://twitter.com/cmk2wl/status/618683023567880192/photo/1
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/618636946600951808/photo/1
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/618443306096168960/photo/1


・1万年に一度　1億トン
・10万年に一度　100億トン
こんな感じ。だとすると、今回は100年に一度で1万トンですむかも？

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月8日 
過去1万年までさかのぼったのがさっきのツイート。それではまだ心配で、過去10万年
までさかのぼりたい人はテフラデータベースを参照してください。例の横浜火砕流400
万人です。 http://ow.ly/PjsCv

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月8日 
M2は100万トン。どうやら箱根山は1000年に1回くらいのペースでこの規模の噴火をし
てるらしい。今回がもしそれなら、6月29日の噴火で出た火山灰はわずか100トンだっ
たから、あの1万倍の火山灰が出る。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7月8日 
川内原発、6つのカルデラ地帯。
「7日：川内原発。核燃料を装填。8月13日に再稼働。深刻事態を想定せず」
詳細（http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2015070802000145.html
…） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618611207356874752/photo/1

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 7月8日 
7月8日10時、京都府は北部地域に食中毒注意報を発令しました。
■対象地域

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

■対象期間

7月10日10時まで（2日間）
◆京都府｜食中毒注意報発令状況

http://www.pref.kyoto.jp/shoku-anshin/seikatsu/chuuihou/27haturei.html …

犯人は、誰だぁ…？？？
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年7月9日14:31
amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月7日 
川内原発で事故が起こったら

何時間もの渋滞中100%の放射能を浴び続けることになる
『県道は大渋滞で逃げ切れない、山越え避難も無理』

山越えの市道は、道が崩れて車がすれ違いできない。

市になんど言っても直してくれない。

http://saikadososhinet.sakura.ne.jp/sd/docs/sd05__0502.pdf …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日14:47
amaちゃんださんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7月7日 
"Lily_Lily_K: 今日出勤したらなんとクラスの1/3が胃腸炎でお休みでした((((；ﾟДﾟ)))))))みんな土日
で発症したらしい。おそるべし(つД`)ノ" 
#免疫線
何食わせるかよく考えよ

親の判断が子供の未来を決める

回転寿司とか殺菌消毒した加工食品はダメだ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:00
War Is Overさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 7月8日 
フランスの東電原発事故の報道すごい。福島の学校等に線量計が２台あってその数値が全然ちが

って、文科省がメーカーに線量をさげて表示するよう指示書を出して裁判になっている、と報道

してる。 http://wp.me/p3zyjC-52g
http://twitter.com/vegaliveinhope/status/477742307915997184/photo/1pic.twitter.com/oCEiPSm5Ue
急病人

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:07
War Is Overさんがリツイート 
Fonzy @kazparis · 7月6日 
タヒチから来た知り合いによれば、デング熱など蚊を媒介とする伝染病の蔓延を防ぐためにモン

サントが殺虫剤を撒いたため、タヒチのミツバチは全滅し、今年のハチミツの収穫はゼロとの

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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こと。儲かったのは、モンサントだけ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:11
War Is Overさんがリツイート 
ピンクのアロエ @pinkuaroe · 17時間17時間前 
わざわざ火山帯が活発な時期に、噴火してる火山の近くの原発を再稼動させて、巨大噴火したら

どうするのか、避難ルートはどうするのか、免震重要棟無いけどどうするのか、な〜んにも後先

考えてなさそうな人たちに「経済のこと考えろ」と言われた時の気持ちをどう表現したらいいも

のか。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:23
War Is Overさんがリツイート 
らつかた @ratukata · 7月7日 
最近の保存食は保存食にならない。物自体は腐らないが、一定時間がたつと防腐剤のにおいが出

てきて、食えたもんじゃない。近頃亡くなる人は葬儀屋泣かせだと。防腐剤の入った食品ばかり

食べているから、体が防腐剤漬けになってしまって、焼却するのに、昔の倍の時間かかるそうだ

。火葬場は２週間待ち。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:26
Lightworker @Lightworker19 · 56分56分前 
静岡・浜松市の小学校１３校で、複数の児童が嘔吐

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:34
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7 時間7 時間前 
名無し：06/30 00:00
某メーカーのポテトチップが南相馬産100%になる恐怖の時季が来たか

名無し：06/30 11:01
カルビーならパッケージから生産地が調べられる

産地一覧見ると福島なら白河に農場？あるね

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

2015年7月9日15:35
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月8日 
名無し：07/08 11:01
都市伝説）

マックのポテトをあげてる油って名前はプラスチック油っていってね、人工的に作られた油で4日
くらい使ったやつなんだって。人体に影響するからアメリカでは禁止されたけど日本は規定がな

いから使ってるんだよ。元マックの店長がその油の影響で失明した

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:36
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月7日 
名無し：07/07 20:21
箱根町、警戒「４」以上なら 立ち入り規制を一律２キロで検討
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015070702000250.html …

名無し：07/07 20:56
箱根火山群より小さい有珠山でも半径5km程度はハザードエリア
http://www.town.toyako.hokkaido.jp/download/742/bousai_map_1.jpg …
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（７月９日）　ヒトがヒトを滅ぼしたと認識される日。

http://85358.diarynote.jp/201507091252184998/

【超 緊急！】犬吠埼のライブカメラが紫色／外部被曝の場合は５
万ミリシーベルトを浴びても痛くも痒くないけど48時間以内に死
亡する。

2015年7月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

　

【緊急！避難！避難！】

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
犬吠埼のライブカメラが紫色です。

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/618944349829607424/photo/1

http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail680.html
＞ヨウ素は元素記号I、原子番号53、原子量126.9です。
＞気体では紫色を呈します。

http://www.cnic.jp/knowledge/4815
＞人工的には、核分裂で大量に生成する。

＞原子炉事故が起これば、大量の放射性ヨウ素が放出されると予想されていた。

amaちゃんださんがリツイート 
白石草 @hamemen · 7時間7時間前 
特集ワイド：「忘災」の原発列島　国が避難指定解除→支援打ち切り　「２０ミリシ

ーベルトは安全

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
＜楢葉町避難解除＞高木陽介副経済産業相「放射線を安心と思うかは心の問題だ」 
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4295.html …
ふーん、さすが創価学会　心の問題で被曝をコントロールできるなら、ぜひ率先して

http://85358.diarynote.jp/201507091252184998/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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フクイチ核燃料の始末を！

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
〜浪江町の町民がバタバタ死んでいる！？

http://ameblo.jp/64152966/entry-12047602111.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
秋のきのこを食べたこと、これがベラルーシの児童被曝が今に至るも続く最大の原因

です

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2636.html …
キノコ山菜は当然だが呼吸被曝と魚食が含まれていない

日本の場合は、規制がないに等しいので山菜や魚を自由に食べさせている

これで被曝死しないはずがない

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
1F-2格納容器ハッチに見られた高線量の溶融物質
http://onodekita.sblo.jp/article/150348193.html …
溶融核燃料が4000度に達し、気化して付近に結露した
この蒸気が首都圏を直撃

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
４号機付近の排気塔から、ビーム閃光〕◆　今月４日午前１時５４秒前後に右斜め上

方に１条、同１時３９分２０秒前後に同方向に２条　閃光走る！　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-2c6a.html#more …

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
これが正しければ、高湿度に見舞われている太平洋岸の都市でエアバッグの異常爆発

が起こるはず。

（タカタは電子制御関連でもエアバッグの不具合を抱えているから一様ではないと

思う。だけどこれも放射線によるシングルイベント効果だったりして…。）

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
タカタのエアバッグ問題だけど、エアバッグを展開させるための火薬が「硝酸アンモ

ニウム」。これが異常な高湿度で変質して異常爆発したのではないだろうか。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 

http://ameblo.jp/64152966/entry-12047602111.html
http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2636.html
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"akarikirakira
北九州のがれき焼却について

友人にメールを打つと、

「１２月の時点の話だが、東京のがんセンターの友人が、

この２、３か月でがん患者が恐ろしい数で増えたと話していた。」

と返事が返ってきた。

４・５年先の話しだと思っていたのに。"

neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
2013-09-22
茨城県「いばらき量子ビーム研究センター」の前、猛烈汚染！！

どうみても、この付近の施設から出た汚染だ。フクイチ由来ではない！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/29c955062a8f6f90f09b9747d2877903 …
＜研究所からも大量の放射性物質が放出＞

クリプトンは、六ヶ所村再処理に匹敵する？ほど

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 16時間16時間前 
★茨城県の研究施設で、レベル１の事故

　「水戸市の辺りに住むのは被爆を覚悟でないととても無理だ」

★茨城県には、多種多様な原子力施設が数多く立地

　日本の原子力開発の一大拠点となっている

★茨城県内の原子力関係施設は、こんなに多い

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/29c955062a8f6f90f09b9747d2877903 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
このグラフは理解しやすい

外部被曝の場合は（5万ミリシーベルト）を浴びても痛くも痒くないけど48時間以内に
死亡するとされてる。これが放射線のややこしい所。　内部被曝の場合は「一度に

摂取」よりも「毎日、少しずつが危険だぞ」というグラフ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前 
もう福島原発関連は、報道しないから、

各自で調べて、各自の基準で「ここまで良いけど、これは絶対にダメだろ。」とい

う『閾値』を設けて防護はした方が良いですよ。「もう、報道してないし、大丈夫じ

ゃね？」なんて、舐めてると「知らぬが仏」になりますよね。いろいろ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/29c955062a8f6f90f09b9747d2877903
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/29c955062a8f6f90f09b9747d2877903


amaちゃんださんがリツイート 
hiroshi @t464 · 7月7日 
＜首都圏の放射能汚染＞東京ドーム１．３４μSv/h、ディズニーランド０．４
２μSv/h【3/20号フライデー】←福島の郡山や南相馬より数値が高い！！ - 足立義子ブ
ログ（核物質の拡散反対） - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/satomama14/12707904.html …

junko @junko_in_sappro · 7月7日 
日本国民の 放射能被曝は、すでに限界を超えている!
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/79420a630d21a6e9435eb6c8291ee6d5 …
フクイチは〈事実上)レベル８
福島→急性白血病が2.4倍、喘息2.7倍、糖尿病2.9倍、血液の病気3.0倍
先天性障害5.7倍、ガンが11.7倍、そして、消化器系の病気が20.9倍

cmk2wlさんがリツイート 
茂内克彦＠セブ島フィリピン留学・翻訳 @shigecebu · 7月5日 
水飲み機が壊れて少しずつ漏水、なんと下のしけったミニテーブルからキノコが生え

てきた！！

写真最後の2枚は昨日の様子。1日でこんなに成長するのか。
面白いからこのまま観察したいけど、ほっとくと台所が腐海に飲み込まれるかな…？
#キノコ

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
どこでも、いつの時代でも虐殺される人たちはいた。

でも、情勢を敏感に察知して逃げた人は助かっていたはず。

「まさか」「そんなはずないだろう」「みんな普通にしている」なんて言ってるのが殺される。

三十六計逃げるに如かずなのだ。

「中国バブル崩壊」で、一時的に？

「円高になる」らしい…

今がチャンス…！？

http://blogs.yahoo.co.jp/satomama14/12707904.html
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/79420a630d21a6e9435eb6c8291ee6d5


（続く。）       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日14:29
amaちゃんだ @tokaiamada · 7月7日 
いつの日か、福島第一原発事故が「人類史上最大の事故」であったということになると思います

。それはヒトがヒトを滅ぼしたと認識される日です。残念ながら後戻りはできません……救いは
、真実を直視すること

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-f962.html#more …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日14:48
amaちゃんだ @tokaiamada · 7月7日 
改修工事完了　南相馬・みちのく鹿島球場　２０日　イースタンリーグ　楽天ＶＳロッテ　復興

の球音もうすぐ

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/07/post_11863.html …
仙台が本拠地で原因不明の不可解な故障者が続出する楽天

もっと凄まじい汚染地に向かうという

なんで不可解な骨折が続くのか分かってない

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:14
War Is Overさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 16時間16時間前 
日本の原発は、世界で一番安全になったのだから、もう放射能をまき散らすような事故は確率的

に起きない。

と言った口のさきで、許容被ばく線量を大幅にアップさせる

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年7月9日15:20
War Is Overさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 7月7日 
＊体調メモ：　今晩の胸の痛さとインフルじゃないのに、インフルみたいにあちこち痛いのが、

どうも３号機くさいと思ったら、、、やっぱりスパイクしてる〜＞＜

http://fukuichi.mods.jp/?p=37&fname=p34.csv&cnt=300&update=%E6%9B%B4%E6%96%B0 …



（７月９日）　人間関係が合わなさすぎて辞めたあと出した求人は「働きやすい職場！
」　セクハラひどくて辞めた前職は「和気藹々とした環境☆」　

http://85358.diarynote.jp/201507091416212288/

騙されるな！　みんなの予想の千倍恐ろしい事

態が起きるぞ！

2015年7月9日 反★貧困!! コメント (13)
https://www.youtube.com/watch?v=u9oXDeKnBDA
SABANA AFRICANA, MUSICA RELAX AFRICANA, RELAJANTE, RELAXING MUSIC PR 

（承前）

地獄のサタンもカネ次第…（違っ）

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
ギリシャ問題よりもっと怖い！「中国株バブルの崩壊」

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150709-00044093-gendaibiz-bus_all …

amaちゃんださんがリツイート 
脱原発の日実行委員会 @datugennohi · 2時間2時間前 
★電力会社の負担を減らす方向に？儲けはこっち負担は国民全体で・・・・・・。福

島県「賠償資金どう確保するのか検証を」　NHKニュース http://ow.ly/PmCH2
http://fb.me/3P8kXzWtH

amaちゃんださんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 3 時間3 時間前 
おかし過ぎ〜確信犯？

奨学金で“生活苦”…。。
日本だけが

「授業料無償」も

「給付型」もない…!?
https://twitter.com/hopi_domingo/status/618947488104386560/photo/1

T. HIRANOさんがリツイート 
BBC News Japan @bbcnewsjapan · 4 時間4 時間前 

http://85358.diarynote.jp/201507091416212288/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=11
http://85358.diarynote.jp/201507091416212288/
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http://fb.me/3P8kXzWtH
https://twitter.com/hopi_domingo/status/618947488104386560/photo/1


BBC News Japanさんがリツイートしました BBC News Asia
中国の株価暴落で3週間の間に失われた資産総額約3兆ドル超は、ギリシャの債務総
額3230億ユーロの約7倍にあたります（英語記事） 

amaちゃんださんがリツイート 
インドア派キャンパー @I_hate_camp · 4時間4時間前 
日経平均株価、寄り付きから下げ止まらず現在-400超えてる。
安倍、年金をいくら溶かした？ 

amaちゃんださんがリツイート 
ハフィントンポスト日本版 @HuffPostJapan · 6時間6時間前 
【マーケット】中国株の急落で、日本の関連銘柄が軒並み大幅安

http://huff.to/1LRFXML 

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
ドルの暴落。彼ら「ワンワールド」はイスラエル、イラク、シリアで三つ巴の紛争を

起こしてウクライナを危機に陥れて第三次世界大戦の口火を切る準備に入ってはいる

んだけど、地域紛争だけじゃ世界大戦にならないでしょ？

そこで起こすのが「世界恐慌」

http://tocana.jp/2014/12/post_5451_entry.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
〔米株式〕NYダウ、急反落＝中国の株安懸念で—取引3時間半中断（8日）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150709-00000004-jijc-brf …
ほぼ世界同時大恐慌の様相！

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
国が国民に必要最低限のお金を支給する「ベーシックインカム制度」、オランダで実

験導入が開始！独身者には12万円を支給へ！
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7141.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
ドルが投げ売り状態に！数カ月ぶりに一ドルが120円に急落！一日で2円半も下がる！
中国暴落とギリシャで！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7144.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 

http://huff.to/1LRFXML
http://tocana.jp/2014/12/post_5451_entry.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150709-00000004-jijc-brf
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ニューヨーク証券取引所で全ての売買が停止！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7146.html …
中国政府が仕掛けた工作だろうな

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
大暴落した中国、大株主や経営幹部の株売却を６カ月間禁止へ！中国株式市場のおよ

そ４５％が停止状態に！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7147.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
テッサロニキのギオルゴス・チャジフォチャディスさんの年金は、週１２０ユーロ！

　銀行で引き出そうとしたが、下ろせなった

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-4d24.html#more …

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 9時間9時間前 
原発損賠訴訟　３１人が第３次提訴　京都地裁 -
http://www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080030-n1.html … 
福島県や茨城県などの避難者

請求する賠償額は総額８億５２００万円

→清水氏の退職金に毛がはえたような額だ、ケチくさくしないで出せばいい

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
東芝、不適切会計は最大2000億円　資産売却も
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015070801001517.html …
なぜ「粉飾決算」と言わない？

当初200億円だったのが、ズルズル増えて10倍に、実際には隠された粉飾や飛ばしが、
この10倍はあるのだろう
もう終わった会社だ

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
中国、大量保有株主の株式売却を半年間禁止

http://jp.reuters.com/article/mostViewedNews/idJPKCN0PI1OO20150708 …
先に中国共産党官僚の持ち株を売り逃げさせる

これは、もう株市場ではない

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7146.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7147.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-4d24.html#more
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http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015070801001517.html
http://jp.reuters.com/article/mostViewedNews/idJPKCN0PI1OO20150708


シドニー、バンクーバー、米国を席巻した中国人投資家たちが次に目を付けたのは

日本。不動産爆買いツアー団の大量流入により、日本の不動産価格が急上昇している

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150708-00000041-xinhua-cn&pos=5 …

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【ＮＹ証券取引所で取り引き停止】

ニューヨーク証券取引所で8日、システムにトラブルが発生し、午前11時32分(日本時
間の9日午前0時32分)から、すべての取り引きができない状態となっています。
http://nerv.link/BgFLv1

T. HIRANOさんがリツイート 
渡辺謙 @harryken311 · 13時間13時間前 � Manhattan, NY 
不思議なニュース、一杯国に借金があって建て直さなくちゃいけないのに、ずーっと

お金がかかり続ける体育館を建てて世界に驚いて貰おうとする。建てちゃったから使

わないと勿体ないと発電所を動かそうとする。事故が起きて人が住めなくなったこ

とは、もう忘れたんだ。あちこちで火山は噴火してるのに。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
”@nauciccafe ほんと酷いですよね。僕は株なんて、まったくわかってないですけど、
今日、株価が急落した後、また国民から絞り取った年金を使って「株価操作」をして

ますね。多くの国民が知らない、あるいは騙されてる事が平然と行われてる。どうす

るんだろう。この先、日本はと、思います

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
オリンピック利権

酷いですよね。景気は一向に良くならない。株価は「上がったと、お祭り騒ぎ」を演

じて、実は、国民から搾り取った「年金資金」でギャンブルし、株価を上げてる。そ

の株価が、今日、急落した。そのあとすぐ、また「年金資金」を投入し株価を操作。

オリンピック利権の報道も消えた

amaちゃんださんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton · 17時間17時間前 
なんで屋根に1000億もかけれるの？？年金足りなくて焼身自殺してる人がいる国で＞
新国立競技場 4割近い950億円が屋根の部分にかかると判明
http://news.livedoor.com/article/detail/10320189/ … 

amaちゃんだ @tokaiamada · 7月8日 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150708-00000041-xinhua-cn&pos=5
http://nerv.link/BgFLv1
http://news.livedoor.com/article/detail/10320189/


上海株上場企業の三分の一、千社が取引停止

大企業は信用担保を株価で行ってるから、大半がデフォルトを意味する

決済ができない

これらの取引停止企業は信用を失って銀行が為替に応じない

取引のある日本企業は、これらの企業負債の償還ができない

CDS（債権保証保険）の発行銀行は完全破綻

amaちゃんだ @tokaiamada · 7月8日 
中国経済の恐怖の大崩壊について、フクイチ事故と同じ報道統制が行われている

これが、どれほど恐ろしい結果を招くのかメディアはほとんど報道していない

だが騙されるな！　みんなの予想の千倍恐ろしい事態が起きるぞ！

amaちゃんだ @tokaiamada · 7月8日 
7月、予告された世界経済大崩壊が始まった
きっかけはギリシャだが、主役は中国だ

これで日本の長期国債金利が劇的に上がり、日本経済は完全破局に追い込まれるだろ

う

何が起きるか？

石油も食糧も輸入停止する

世界流通経済が回復するのに一年以上かかるだろう

最後は備蓄がものをいうぞ

amaちゃんだ @tokaiamada · 7月8日 
中国と取引のある企業は上から下まで真っ青！

株市場の三分の一が取引停止、つまりデフォルトの可能性が強い

資本に占める株価の割合が高い新興企業はアウト！

ソフトバンクも潰れるかも

韓国系の大半がアウト

日本でも商社や一部上場企業の大半がもの凄い破綻負債を被るだろう

amaちゃんだ @tokaiamada · 7月7日 
ＩＰ電話乗っ取り被害の一部、ＮＴＴ東西が返金

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150707-00050006-yom-soci …
両社は「当社に非があったわけではないが、社会的な要請を考え、特別に措置を講

じた」と説明

←　ふざけるな！NTT　乗っ取られるような欠陥システムを売りつけたのが非でなく
て何だ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150707-00050006-yom-soci


amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
「安倍晋三の「日教組！」というヤジには、「統一教会！」と返すのが正解だろう。

：笹田 惣介氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17793.html#readmore … 

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
警察検察は、すべての日本国民を犯罪者にでっちあげるだけの無茶苦茶な法律規制を

用意している

登山でザックに果物ナイフが入ってれば、それで逮捕

車にドライバーがあれば窃盗予備罪で逮捕

忘れた古いパソコンに20年前にポルノキャッシュが入ってれば、少女風に見える漫画
だけで逮捕　懲役

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日14:56

War Is Overさんがリツイート 

Minako @MinakoBowden · 56分56分前 
そんでもって、こんな事言ってる人もいるし。

オリンピックまで一人当たり月千円ずつ税金を…http
://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015070902000140.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年7月9日14:58
cxjr @cxjr · 7月7日 
偽旗新幹線で検索すると凄い数がヒットする。１号車の車内が一切公開されないのが全て。下流

老人だの年金が少ないだの本質から目をそらす報道ばかりでそれ自体が国民へのテロだ。：炎は

天井が焼け落ちるほど。逃げ遅れた女性1人が死亡28人が重軽傷 http
://dot.asahi.com/wa/2015070800001.html …

cxjr@cxjr この事件は電力会社やメディアだけではなく鉄道会社や警察も国民の敵に回ったことを
意味する点で凄く意味が大きい。首都圏の急病人の実態を隠蔽していることと合わせて。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:00

War Is Overさんがリツイート 

Ⓜペッコ @pecko178 · 2014年6月12日 
「文科省、アルファ通信の線量計の数値が低く出るよう仕様変更することを強硬に要求」要求応

じず解約に。

そのアルファ通信が倒産

http
://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3931.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:02

War Is Overさんがリツイート 
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HIRO @kakiaki1005 · 17時間17時間前 
マレーシアに住んで働いている日本人と話をしていたが、『こっちで働いてると普通に金が貯ま

っていきますからね』と言っていた。

印象的だった。

金が貯まるのが当たり前なのだと実感した時に、どれだけ働いても生活が楽にならない・貯金が

できない日本は、やっぱり異常なんだなと思った。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:03

War Is Overさんがリツイート 

ヘボマックス〜怒りのデス労働〜 @heboya · 16時間16時間前 
日本の官僚、行政システムが、

「とにかく自分たちの懐に税金を入れることを第一に計画を立てる」

「とにかく何があっても、責任はとらない」

「だから、とにかく何があっても、一度決めたことは覆さない」

ということ中心に動いてることの結果が、新国立競技場問題よね。 #ss954

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:06

War Is Overさんがリツイート 

三りんぼう 3 @rinbow · 24時間24時間前 
中学生が飛び込み自殺するのは、目の前に迫る電車よりも、生きていたら起こる出来事の方が怖

いから。どんなに怖かったろうよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年7月9日15:08

War Is Overさんがリツイート 

報ステとNEWS23を応援する会 @ouenhst · 15時間15時間前 
「人文社会系の学者を排斥する国は全体主義国家になる」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:10

War Is Overさんがリツイート 
ミヲ( θωθ )ミヲ @Miomio0920 · 15時間15時間前 
前任の方も上司との人間関係が合わなさすぎて、派遣元に何度も相談して辞めたみたいだけど

そのあと派遣会社が出した求人は「働きやすい職場！」と書いてあったし

セクハラひどくて辞めた前職は「和気藹々とした環境☆」とPRされていて
どこも闇が深いなと思いました。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:13

War Is Overさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 16時間16時間前 
債権暴落ちう。

@26MAYUKO からから証券会社に、今や『売れるものなら何でも売ってくれ』との売り注文が
中国・香港・シンガポールのプライベートバンクから入っているらしい。

目一杯株式を所有してる大口投資家は今や破産状態に直面しており、売れる債券を投げ売りして

いるそうでち。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:15

War Is Overさんがリツイート 
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はな @run_bun · 16時間16時間前 
報道しないよりいいけど、メディアが旧国立競技場の解体前から熱心に報道してくれたら、改修

で済んだかもよ。

森元首相と安藤忠雄は、旧競技場と伐採された１０００本以上の樹木に謝れ！！ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:16

War Is Overさんがリツイート 
フジヤマガイチ @gaitifujiyama · 18時間18時間前 
東芝のこの件、過去４年間の決算が全部デタラメでした、それが社内の全事業部内でやられて

いた、その額は2000億円だよ。経営陣が知っててやってたら犯罪だし、知らなかったとしたら経
営者失格でしょ？しかもこの件内部告発でバレてる、つまり知ってる人は知ってたつー事なんだ

からね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日15:27
Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
海外でハントされるフクシマ作業員　：　東京電力の関連会社は、福島作業員を海外から捜し始

めている。その条件は、核に従事する仕事としては典型的な虚偽の情報のように見える。

　http://bit.ly/1fAevmd 　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月12日8:51
 
War Is Overさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 7月8日 
オリンピックなど誰も期待してない

期待してるのは生活に困ってない人

貧困や放射能や基地の悩みのない人

そしてもうひとつ他人に無関心な人
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（７月９日）　アスパルテームのような神経毒が市場に出回ることは、人々の知能の低
下とも関係している。少数の知能の高い人たちが、多数の知能の低い人々を支配するた
めにこのような人工甘味料が出回っているのだ。

http://85358.diarynote.jp/201507091529579816/

髪が抜け落ちた／吸ったらアウトな猛毒／水道水に混入している

／細胞は放射線に殺される／東京都民はすでに死んだと思え。

2015年7月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

　

【緊急！ http://85358.diarynote.jp/201507091252184998/ 】

…いったい、どこから、どこまでの人が、…どこへ、逃げれば…？？

Lightworker @Lightworker19 · 15分15分前 
【拡散】KinositaKouta　3年の時間経過は深刻です。福島ではクリアに。これは、関東
や仙台でも、時間差で同様の感覚になります。BiancaWhitake2 「自主避難して正解」
福島民友、一月三日朝刊一面。

https://twitter.com/BiancaWhitake2/status/419288749944475648/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 35分35分前 
いよいよ日本も末期？海外で日本人の移住問い合わせが急増　http://bit.ly/LMWZgJ

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
【拡散】tokaiama 首都圏各地で中性子の検出が続いてるのはショックだった。15分し
か寿命のない中性子が核分裂周辺以外で検出されることはないと聞いてきた。唯一の

答は核燃料そのものが存在することだ。それも中性子検出されるレベルだと膨大な量

でないと無理。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
@akira_pt4ever 昨日までは普通の霧の風景だったんですよ。
このカメラもたまに紫色に変化します。

http://webcam.wni.co.jp/SMO82989/loop.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201507091529579816/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507091252184998/
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復活 @sohnandae · 8時間8時間前 
東京の放射能汚染はチェルノブイリ時の1000倍 【本当は東京にもプルトニウム飛散（
経産省）】 http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/47713bd1679ac5a9a2350ce77a716ab5 …
福島原発事故がこれほど深刻な状態であることを国民は知らない！ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
kojikaneko気付け国民最後の機会 @suzupap · 10時間10時間前 
多分誤作動だと思うけど、大阪の天王山の観覧車乗ったら、上の方で、0.2マイクロに
跳ね上がった。対岸の夢洲の焼却炉がよく見えました ( #EngawaGGcas
EngawaGGcas http://cas.st/ae2a3c8 )

AKIRA 2024さんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 17時間17時間前 
5年目、、、
ソ連と日本、、、

全く異なる対応、、、

ソ連：国民の被曝をきちんと避けた、、、

日本：食べて応援、がれき拡散、東電に丸投げ、、、

関東と東北は破滅の道を突き進んでる

そして、日本人全員が破滅へと向かってる

どれだけの人が、これから、、、、

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 20時間20時間前 
めいちゃんさんがリツイートしました Wert Yuio
そうなんです。４月末に神戸にも黄色い粉が降りましたが、きっとその頃、２号機で

何かがあって、その後、５月１３日の浜通り震度４の後、３号機がスパイクしてし

まい；；

http://fukuichi.mods.jp/?
p=37&fname=p34.csv&cnt=300&update=%E6%9B%B4%E6%96%B0 … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 22時間22時間前 
犬の「ためしてガッテン」は、放射能が原因による原因不明の難病について、そうじ

ゃないのだとごまかす目的のためだけに存在している。帯状疱疹の患者が増えていて

、３人に一人になる勢いだと。ばかか。嘘つく方が悪いに決まっているが、ころっと

騙されるほうもどうかしてる。

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/47713bd1679ac5a9a2350ce77a716ab5
http://cas.st/ae2a3c8
http://fukuichi.mods.jp/?p=37&fname=p34.csv&cnt=300&update=%E6%9B%B4%E6%96%B0


AKIRA 2024さんがリツイート 
とっとりん @notennkihibaku · 7月8日 
戦後、世界は変わった。鬼畜米兵と罵ったアメリカを、手のひら返しで受け入れた。

世界は一瞬で変わる。

３．１１後、世界は変わった。気づかない振りはやめろ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 7月8日 
４日から３号機スパイク。でも、２日に「この痛みは３号機？」ってツイしてる。

スパイクはγ線。γ線を出すセシウムの沸点は６００度以上だけど、β線を出すヨウ素は

１８３度。

２日の時点でじわじわと再臨界が始まり、４日に一気に高温になってスパイクとして

観測されたのかも。＊体調メモ：

AKIRA 2024さんがリツイート 
TOYOTA86 @toyota86city · 7月7日 
@toyota86city 福島県の線量計は大半が止められているので、まったく真実は分からな
いです。

　隣県の栃木あたりを見て、後は想像力で。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 7月7日 
めげ猫さんが、この２年のF1地下水汚染状況をグラフにしています。
昨年１１月から急増、５月から更に一段深刻さが増した様子がよく解ります。

地下水の汚染と大気への放出は必ずセットです。呼気にも来ています。

避難の目安にしてください。

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1489.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
Isibasi @Cisibasi · 7月7日 
@akira_pt4ever @snoopymaygon @carapowa1 @sayoko909 時間稼ぎでしょうね。東
京オリンピックからして、東京の避難活動を先送りにするために経済破綻を先送りし

経済活動継続が目的。東京都民は、既に死んだと思えという通達が出て居るのでし

ょう。

amaちゃんださんがリツイート 

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1489.html


junko @junko_in_sappro · 7月7日 
地獄の蓋が開いている。これを見ろ。そして、ヘレン・ケラーの金言を聞け！ 
http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/07/post-1422.php …
福島原発が、地下で臨界している紛れも無い映像

矢のように、閃光が出ています。　16秒と38秒
「16秒あたりで廃棄塔から放電してるんだが、なんだこれ！？」

neko-aiiさんがリツイート 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7月7日 
チェレンコフ光？

よく見ていると、0:52に鉄塔にもう一回、0:54に画面右下で複数列
計4回有ります。
http://youtu.be/Z1IzWIzVf1k

AKIRA 2024さんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 7月7日 
毎日大量に噴き続ける福一の放射性水蒸気。原子炉の一次冷却水と同じものが出続け

てるという事の重大性をマスコミはスルー。吸ったらアウトな中性子核種を含んだ猛

毒水蒸気だ。そんなのが中国でもロシアでも観測されていて、彼らの愁いになって

いる。リニアとかカジノとか言ってる場合ではない。

が

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月7日 
東京湾の海底土のセシウム、７か月で１３倍 ２万７２１３ベクレル/平方メート
ル(2012/5)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b53421632046a8ba6bf48416e3d736f6 …

War Is Overさんがリツイート 
Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox · 7月7日 
２０１１年３月１５日東大構内にいた人が着けていたマスクのオートグラフ。黒い一

つ一つの点は、セシウムボール（不溶性のホットパーティクル）だった。セシウムボ

ールをいくつ吸い込んだか？これまで、舞い上がったものをどのくらい吸っている

のか？ 
https://twitter.com/chicksmbox/status/618430499174780929/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 

http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/07/post-1422.php
http://youtu.be/Z1IzWIzVf1k
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【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7月7日 
殆どの人は知らないトリチウムという除去不能な猛毒放射性物質が、水道水に混入し

ている事 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2 … …
@neko_aii 

War Is Overさんがリツイート 
福島 @nonn311 · 7月7日 
井戸からトリチウム1700ベクレル検出、排出基準値超す（福島民友ニュース）
http://www.minyu-net.com/news/news/0707/news2.html …

amaちゃんださんがリツイート
neko-aii @neko_aii · 7月7日 
2012/06/04
彼は4年半、千葉県の岬と東京湾の沖合で釣り
週2回奇形魚を釣った
食物連鎖の頂点にある日本のスズキと

日本のカンパチは、あまりにも頻繁に

奇形を見ることができる

彼はそれらの奇形魚は

非常に汚染されている、と

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1bdcf843f2edac787792426e39ae0957 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月7日 
カルディコット博士

[被ばく]は、腸、全体の胃腸系に影響する。
したがって細胞が胃の中で死に、非常に吐き気を感じる。

人々は下痢になる。

かなり多数の人々から髪が抜け落ちたとの報告。

身体の活発に分裂する細胞（有毛細胞、腸細胞および血球細胞）は

放射線によって殺される。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月7日 
【高級避暑地 衝撃】長野 軽井沢で毎時2.8μSv
軽井沢大賀ホール：

屋根から雨水が落ちる地表付近２．８μSv/h

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2
http://www.minyu-net.com/news/news/0707/news2.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1bdcf843f2edac787792426e39ae0957


軽井沢幼稚園：

園内の通路にある雨どいの排出口付近２．２μSv/h
（軽井沢町 高い放射線量を計測 2011年10月20日 NHK）より

AKIRA 2024さんがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 7月7日 
つくば市で2μSv/hの放射性プルームが通過したと言っても、誰も信じてくれない。
みんなかすっただけだと思っているから。

AKIRA 2024さんがリツイート 
おにぎり @dowhileloop · 7月7日 
埼玉県秩父地方、6月末頃から今日まで湿度100％の状態が連続している
気象庁HPで2004年から2014年まで過去10年間の6/20〜7/10までの間の同地域の湿度を
調べたが、湿度100％がこんなに連続した日は無かった 

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 7月7日 
@snoopymaygon @prism31415 九州の白血病死亡率すごく多いですね。 
https://twitter.com/sayoko909/status/618375199981875200/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Misaki-7677 @bonchan1 · 7月7日 
嘘おおお！『キエフ病院を参考にすると、30年後の東日本の孫の生存率１０％』
⇒ http://amba.to/Sl0HzB

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 7月6日 
コンクリートの材料のセメントに瓦礫を燃やした灰等が混ぜてあると言う発言があっ

たので測定して見た。多い少ないは別にしてセシウム33Bq/kgと言う数値だった。他
に鉛、ヨウ素、ビスマス等が検出された。ホームセンターの市販品である。 
急病人

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月6日 
名無し：2015/07/06(月) 12:44 ID:XXXXXXXX
柳美里 yu_miri_0622 7月2日
トイレに行くのに決意が必要なほど、具合が悪い。全身油汗。

　#同氏は今春福島県南相馬へ移住

https://twitter.com/sayoko909/status/618375199981875200/photo/1
http://amba.to/Sl0HzB


AKIRA 2024さんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 7月3日 
年間５ミリシーベルトで労働者に白血病の労災がおりるのに

年間２０ミリシーベルトの場所に国民を住まわせるって

どういうこと？

AKIRA 2024さんがリツイート 
石井吉徳 @postoil · 6月30日 
これは怖ろしい光景、黒い積み重ねられた膨大な袋は、いずれ次々と劣化、破損する

、そして海に流れよう。これは「海外メディア」が報じるフクシマの実態、福島県富

岡町の汚染土壌の一時保管地区をドローン空撮、日本メディア、TVも新聞も報道しな
いが 
https://twitter.com/postoil/status/615674904550060032/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
ナイス♂害 @niceguy11600 · 7月7日 
京阪森小路駅を西に150m歩いたところにある“風の本屋”さん。
店のウィンドウに、こんなメッセージが。 
https://twitter.com/niceguy11600/status/618362528968544256/photo/1

憲法９条は魂に入れて、持って行け。

そしてまず、とにかく。

　日本を、　捨てよう。

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
極めて情勢は厳しいのですが、それでも簡単な方法はあります。 自分で考えて自分で
行動することです。 幸いにも、移動の自由はありますから、自分が決めて動く分には
、自由に動けますから。http://bit.ly/oUDiJr

https://twitter.com/postoil/status/615674904550060032/photo/1
https://twitter.com/niceguy11600/status/618362528968544256/photo/1
http://bit.ly/oUDiJr


いつまでも有ると思うな、自由と権利…。
…★（－－＃）★…

AKIRA 2024さんがリツイート 
washiroh @alexbk09 · 8時間8時間前 
奇妙な事実が連続して起きている。

ユナイテッド航空が全機を飛行停止。コンピューター異常が原因とされる。

NY証券取引所でコンピューターが故障し取引不能に陥った。
ウォールストリート•ジャーナル紙のウェブサイトが閲覧不能となった。
各端末共通の事故ということではないらしい。

AKIRA 2024さんがリツイート 
NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 17時間17時間前 
【速報】ニューヨーク証券取引所が全ての取引を停止した。原因は不明。米NBCテ
レビ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
satomi inoue @satomiot · 18時間18時間前 
命がけで行くようなところじゃないよ、学校は。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年5月21日 
アスパルテーム　「このような神経毒が市場に出回ることは、人々の知能の低下とも

関係している。少数の知能の高い人たちが、多数の知能の低い人々を支配するために

このような人工甘味料が出回っているのだ。」ラッセル・ブレイロック博士

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
MUSICA RELAJANTE AFRICANA INSTRUMENTAL ONLINE, AFRICAN RELAX MUSIC.

AKIRA 2024さんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 20時間20時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g


広島大醸造学部の人達が自分達で作った日本酒で酒盛りをした翌日に原爆が投下さ

れた。爆心地から至近距離だったのに誰も急性被曝症にかからなかった。その後、日

本酒を醸す麹菌が被爆を防いだと言う話が広まった。この話を全国に伝えたのは、酒

造現場で働く杜氏さんたちだった。キーワードは複合発酵。

AKIRA 2024さんがリツイート 
あや @kubotatcj · 6月15日 
主人の海苔文字弁当。シャケ弁！ 
https://twitter.com/kubotatcj/status/610431435212587010/photo/1

　生き延びろ…、人間！

　生きて、生きて、…逃げて！
 

https://twitter.com/kubotatcj/status/610431435212587010/photo/1


（７月９日）　福島第１原発で作業をしていた協力企業社員の６０代男性が作業中に倒
れて意識を失い、心肺停止状態になったと発表した。この日の被ばく線量は５２マイク
ロシーベルトだった。

http://85358.diarynote.jp/201507091854477866/

【犬吠埼、まだ紫色】／ヨウ素は気体では紫色／硫黄は塩素と中

性子の接触で発生していた／金属味は有名だよ。

2015年7月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

【参照　http://85358.diarynote.jp/201507091529579816　】

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 1分1分前 
犬吠埼、夕方もまだ紫色。灯台が光ってる 18:30
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619078047791054848/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6分6分前 
チェレンコフ光の例としては、原子力発電所の燃料が入ったプールの中で見える青白

い光がある。東海村JCO臨界事故やチェルノブイリ原発事故で「青白い光を見た」と
作業員が言ったので、臨界事故の確認がとれた。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%95%E6%94%BE%E5%B0%84
…

AKIRA 2024さんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 14 分14 分前 
東京電力は９日、福島第１原発で作業をしていた協力企業社員の６０代男性が作業中

に倒れて意識を失い、心肺停止状態になったと発表した。この日の被ばく線量は５２

マイクロシーベルトだった。　http://bit.ly/Lv0KdL

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 24分24分前 
3,4号機 7/4〜7/9
http://fukuichi.mods.jp/?p=37&fname=p34.csv&cnt=20&update= …更新 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619081634097139712/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 1時間1時間前 
人口密度　（平方km当たり）
ベラルーシ 50人
ウクライナ 79人
福島県 141人
日本平均 341人
東京都 6070人

http://85358.diarynote.jp/201507091854477866/
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豊島区 21800人 （東京都23区人口密度トップ3）
中野区 20190人
荒川区 19930人
首都圏の人口密度はべラルーシやウクライナの実に数百倍

War Is Over @kenshimada · 3 時間3 時間前 
日本の水のセシウム濃度は事故前は0.045ベクレルだったが、今は1000ベクレル以上。
首都圏の水の汚染は現在進行中。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基

準に比べれば１万4200倍という、もうクラクラする数字に達している。
http://www.facebook.com/kuminchuu/posts/492013964180929 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 4時間4時間前 
長野県ですごいスパイク！　何だろう？

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_20.png …

火山たん @volcano_tan · 4時間4時間前 
火山ガスの中に含まれる硫黄は、噴気孔の近くに結晶として存在することがあるん

だよ。その周囲があまりにも高温だと溶けて溶融硫黄の沼を作ったりするんだよ。

1923年の十勝岳ではまさにソレが発生したんだよ。また、火口付近の硫黄が自然発火
すると青白く燃えるんだよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 4時間4時間前 
物理を真面目に勉強した人ほど、「臨界させるには厳密な条件を揃えなければいけ

ない」って固く信じてる。

でも、真っ赤なウソだった。

厳密は条件は、「ひとたび臨界に至った核を暴走させずにコントロールするため」の

ものだったんだ。

でなければ、バケツで臨界は起こらないし、今も平穏。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 4時間4時間前 
もう一つのウソは「人間は放射能を五感で感じることができない。見えない、匂わ

ない、味もない、痛くもない、音もない」

これが常識とされているから、金属味も金属臭も、頭痛も胸痛も信じてもらえないし

、自分で感じていても、まさか放射能のせいだとは気付きもしない。

金属味は有名だよ。

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
高濃度の硝酸塩を含有する食品が甲状腺疾患に対して悪影響を及ぼすことが、WHOの
飲料水基準に1行記載されている。
http://www.lohas-design.jp/sand/cat17/post-7 …...「甲状腺を守る為に」
http://togetter.com/li/540755#c2017977 …

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
現在糖尿病疾患のある人びとは6百万〜7百万人といわれており、その境界域人口を含
めると1300万人ともいわれている。高濃度の硝酸塩が、膵臓の中でつくられるインス
リンの生成を阻害する。インスリン依存型糖尿病を引き起こす可能性があるのだ。

http://www.lohas-design.jp/sand/cat17/post-7.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
㠶足タケヒコ @AItoiI · 6時間6時間前 
なんかいる。 
https://twitter.com/AItoiI/status/618997773208195072/photo/1

http://www.facebook.com/kuminchuu/posts/492013964180929
http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_20.png
http://www.lohas-design.jp/sand/cat17/post-7
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https://twitter.com/AItoiI/status/618997773208195072/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7 時間7 時間前 
昨日から北海道：十勝岳の噴煙が多く

今日は、雌阿寒岳の噴煙が上がってるみたいで、気象庁もズームしてる。雌阿寒岳の

近くで、6月初旬に群発地震が起ってる→
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607582403167547392 …）
いずれも噴火警戒レベル1の火山 

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【佐賀県 高温注意情報 2015年07月09日 10:53】
佐賀県では、９日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症な

ど健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼佐賀　　３５度

▼伊万里　３３度

T. HIRANOさんがリツイート 
BBC News Japan @bbcnewsjapan · 11時間11時間前 
BBC News Japanさんがリツイートしました BBC News Asia
中国の株価暴落で3週間の間に失われた資産総額約3兆ドル超は、ギリシャの債務総
額3230億ユーロの約7倍にあたります（英語記事） 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
どこでも、いつの時代でも虐殺される人たちはいた。

でも、情勢を敏感に察知して逃げた人は助かっていたはず。

「まさか」「そんなはずないだろう」「みんな普通にしている」なんて言ってるのが

殺される。

三十六計逃げるに如かずなのだ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ナットポチ 100 @Natto · 17時間17時間前 
相馬のライブカメラ。昼間でも凄い霧。その地で生きている人がいる。心配だ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
まゆ 084 @mayu · 7月7日 
【関東でまた硫黄臭？】となると、やはり別の可能性も捨てきれない。２０１１年の

、ガンダーセン氏の「硫黄は塩素と中性子の接触で発生していた」という言葉が頭を

よぎる。｜アラフォーママの日記 http://ameblo.jp/0405ryu-i-s3017/entry-
12047243403.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月5日 
@VirginBlade_aki 集団失明が起こりますよ。おそらくそこで初めて気がつくんです。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607582403167547392
http://ameblo.jp/0405ryu-i-s3017/entry-12047243403.html


（７月10日）　労基署には、不払い賃金をせしめてもらった恩義がある…

http://85358.diarynote.jp/201507100011515119/

良い漫画を引き当てたぞ♪ (^_^)v
2015年7月10日 労働／対価　 コメント (3)
これだね。

http://sol-comics.shogakukan.co.jp/solc_dtl?isbn=9784091844590
『どらコーボク』（１）

ごめん。（＾＾；）

もちろん１０８円の古本で入手したんだよ。

石川サブロウの絵

http://www.bing.com/images/search?
q=%e7%9f%b3%e5%b7%9d%e3%82%b5%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f&view=detailv2&&&id=85B4791F6CFD94AB25D31BF09E1D8BE2A891005C&selectedIndex=12&ccid=pPe3F%2bev&simid=607987281767760300&thid=JN.YRPMluLf6mogBTfECuK5Wg
が好きなんで、たまたま手にとってｗ

…なにしろ私は、名寄の労基署には、ガッツリ不払い賃金をせしめてもらった
http://85358.diarynote.jp/201205252229015968/

恩義がある…

…（＾◇＾；）…

（あ、ちなみに、「おこっぺ牛乳」さんとは直接関係ない企業の、

「興部の冨田ファーム」です…＜…闇牧場は…★）

『ダンダリン』もネタは面白かったけど、キャラがダメで〜★

こっちのおっさんのほうが『マスターキートン』（初期）のボケっぷりに似ていて、親近感があ

ったかな〜♪

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月10日5:49
おはようございます。

05:48です。
今日は良い１日になりそうです…
o(^-^)o
…と、書きかけて地震情報をチェックしたら…

(‾○‾;)

…なにこれ…ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月10日5:55
…どおりで変に眠りが浅くて、
ずっと南東が気になっていた…
(・_・;)

ロッカショ近辺が震動５？

…(・ω・;)(;・ω・)…

…札幌の線量もビミョー上がりだし…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月10日7:30
０

５１６

４４４…（＠＠；）||||

…死屍累々…？？
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（７月10日）　非正規労働者の平均年収は168万円。月収１４万円である。家賃を払い
食べて行くのさえ困難な収入だ。

http://85358.diarynote.jp/201507100823403401/

レベル７で横浜市戸塚区まで400万人避難／無知は大罪です。私
の決断の遅さが 子供の被曝に繋がった／お弁当、ママ大変だけど
、結果は出るよ！

2015年7月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまして、おはようございます。

０７：５０です。

４連休の最終日…（＾＾；）

朝っぱらから、気分はこの曲ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

呑んでませんってば、…まだ…ｗ

さて。（前項コメント欄参照…）
（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201507100823403401/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507100823403401/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150710/85358_201507100823403401_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150710/85358_201507100823403401_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150710/85358_201507100823403401_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


まさに「踏んだり蹴ったり」ですねぇ、ニッポン…
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

？？？？？（＾＾；）？？？？？？

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 岩手県 洋野町 
【最大震度5弱】(気象庁訂正) 岩手県沿岸北部 深さ約90km M5.8 10日03時33分頃発生 
(G)http://j.mp/1IbK98f (気象庁)http://j.mp/1dOQ7jk

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 岩手県 洋野町 
【M6.6】岩手県北部 深さ90.7km 2015/07/10 03:32:51 [AQUA-REAL]
(G)http://j.mp/1IbK98f (Y)http://j.mp/1RmCDxU

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 福島県 古殿町 
【M4.4】福島県東部 深さ59.7km 2015/07/10 03:33:34 [AQUA-REAL]
(G)http://j.mp/1B9CW67 (Y)http://j.mp/vDlDD5

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 青森県 八戸市 
【M6.5】青森県東部 深さ84.9km 2015/07/10 03:32:51 [AQUA-REAL]
(G)http://j.mp/1TopBxf (Y)http://j.mp/1HQoxjG 

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 岩手県 軽米町 
◆◆緊急地震速報(第3報)◆◆【M5.7】岩手県内陸北部 深さ90km 2015/07/10 03:32:51
発生 最大予測震度4
(G)http://j.mp/1HQosMT (Y)http://j.mp/1HQovbG

火山たんさんがリツイート 
公民たん（時事）アイコン変わりました @komin_tan · 5時間5時間前 
【震度速報】

10日03:33頃、岩手県内陸北部で最大震度5弱を観測する地震がありました。震度３以
上を観測した各地域の震度は画像のとおりです。今後の情報に注意してください。 
https://twitter.com/komin_tan/status/619214058928082944/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【原発関連 2015年7月10日 3:57】
東北電力によりますと、震度３を観測した青森県東通村にある東通原子力発電所は、
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http://j.mp/1IbK98f
http://j.mp/1dOQ7jk
http://j.mp/1IbK98f
http://j.mp/1RmCDxU
http://j.mp/1B9CW67
http://j.mp/vDlDD5
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http://j.mp/1HQoxjG
http://j.mp/1HQosMT
http://j.mp/1HQovbG
https://twitter.com/komin_tan/status/619214058928082944/photo/1


この地震で異常が発生したという情報は入っていないということです。

また、女川原子力発電所では、現在のところ地震の被害は確認されていないというこ

とです。

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 5時間5時間前 
最近の岩手県の地震

10日3:33　沿岸北部　M5.8　震度5弱
9日17:27　岩手県沖　M5.0　震度3
9日14:38　岩手県沖　M3.2　震度1
8日13:23　内陸北部　M2.4　1
7日16:11　岩手県沖　M4.2　1

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
全体にマグニチュードや震度の大きな地震が頻発するようになっているのは、地殻活

性化を示すもので、巨大地震前兆と捉える必要がある

War Is Overさんがリツイート 
Tomo Matsuo @tomatsuo · 8時間8時間前 
茨城県南部でM4.4 宇都宮市で震動4。昨日、夕方岩手でM5.0。一昨日は、下弦の月。
低気圧から、雨のやみまに地震が発生する傾向があります。台風一過にご用心。就寝

前には、転倒物の確認お忘れなく

…情報が錯綜だか錯乱だか…？しているように思えるけど…

「同時多発」で「分割払い」だったってこと…？

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
箱根山警戒区域、葉落ち沢濁る　火山活動の影響か - 47NEWS（よんななニュース）
http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015070901001564.html …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 12時間12時間前 
・レベル6で箱根湯本まで、つまり箱根全町避難
・レベル7で横浜市戸塚区まで400万人避難
これでどう？

http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015070901001564.html


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 12時間12時間前 
箱根避難計画 知事８月公表へ - NHK神奈川県のニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1056850331.html …
「噴火警戒レベルが４以上に引き上げられた場合の避難計画」て本末転倒だ。まず避

難計画ありきで、それをにらんで気象庁が噴火警戒レベルを上下するんだったはず。

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 4時間4時間前 
5時現在、沖縄県内で非常に強い風が観測されています。
■最大瞬間風速

糸数　　49.9m/s 東　(10日01:05)
宮城島　43.2m/s 東　(10日01:29)
慶良間　42.7m/s 東　(10日03:03)
…
那覇　　38.9m/s 東　(10日01:48)

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 4時間4時間前 
10日5時現在、台風接近のため、沖縄県に避難勧告が発令されている地域があります。
■避難情報

【避難勧告】

沖縄県：国頭郡東村

【避難準備情報】

沖縄県：中頭郡嘉手納町、中頭郡読谷村、南城市、宜野湾市、島尻郡八重瀬町、島尻

郡渡嘉敷村、浦添市、豊見城市

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 4時間4時間前 
10日03:50現在、大型で非常に強い台風9号は宮古島の東約140kmにあり、中心気圧
は935hPa、北西に25km/hの速さで進んでいます。今後暴風に警戒が必要な地域は次の
通りです。

●暴風域

沖縄県(先島諸島)、沖縄県(沖縄本島)

War Is Overさんがリツイート 
STB @RC_StB · 9時間9時間前 
連日雨が降り続いて、梅雨明けが例年に比べ遅れているが まるで放射性雲を日本国内
で落とすような動きだな？ その結果、全国はトリチウムセシウムストロンチウムヨウ

http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1056850331.html


素で線量激増 意図的に冷夏にしに来ているね

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
これだけ風が吹いているのに、宮崎、室戸岬、八丈島、東京は湿度100パーセント
です。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 12時間12時間前 
日本中の太平洋岸の地域で、観測史上最長の【湿度100％】を
記録してるのは、コレ！

莫大な量の遺伝子を破壊するトリチウムの水蒸気を

毎日福島原発が、放出してるから。

それを、知らないで吸いこんでいれば、

当然病気になりますね。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月8日 
10日の朝方まで、西日本の太平洋岸は東電福島原発の風下に。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
〔米西海岸　海洋異変〕◆　イルカが、ゾウアザラシが、アシカが、クジラが……海
洋ほ乳類、シスコなどのビーチに打ち揚げ　相次ぐ　　

あまりにも多くの遺体。ほんとうに悲劇的だ

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-727f.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
福島県の米から基準値超える放射性物質！自家用米から1キロ当たり170〜220ベクレル
検出！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7158.html …
他の基準合格米は、カリウムを投入してセシウムだけを低くしているが、他核種スト

ロンチウム・プルトニウムなどは一切測定せずに販売

neko-aiiさんがリツイート 
（船橋市）弓場清孝 @roro101577 · 3時間3時間前 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-727f.html#more
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7158.html


原発再稼動は余計な被曝を強要させられるので、そこで働く下請け労働者にとっても

最悪です。被曝させられて病気になって訴訟を起しても勝訴できる確立はまずほとん

どありません。そのようなことからも再稼動に反対して下さい。元原発労働者の私か

らのお願いです。

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 4時間4時間前 
@tokaiamada 九州電力は川内原発１号機（鹿児島県薩摩川内市）への核燃料装填作業
が完了したと明らかにした。

2015/07/10 00:35 【共同通信】
http://www.47news.jp/FN/201507/FN2015070901001746.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
@hanayuu すぐに中国軍に報せよう！
日本を侵略したいなら川内原発狙いなさい

一発だぜ！

cmk2wlさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqnyachiyo · 7 時間7 時間前 
@cmk2wl 「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟の裁判は２０１３年の提訴時か
らこの潮見直之裁判長が担当で、この方に判決をもらう予定で裁判を進めていました

。しかし、今年に入って異例なタイミングで裁判長が変わった。水面下で何が起こっ

ているのか... 原発訴訟にも注目してほしい

War Is Overさんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 9時間9時間前 
（所感）雨に当たって体調が悪くなる子供は、（被爆経験によって）放射線感受性が

高まっているのだろう。アレルギー反応が亢進している状態は、人体が反応している

ので、考えようによってはラッキーか。人体が気が付かないような極低線量の被ばく

を何回も繰り返して、ある時いきなり白血病よりもマシ

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
米国（オレゴン州）ポートランドの有機農場に大量の放射性物質が降下

「農産物の販売・生産をやめている」（2012/3/26 ENENews） 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dea049c56bf75407be9389e1f8662f02 …

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://www.47news.jp/FN/201507/FN2015070901001746.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dea049c56bf75407be9389e1f8662f02


neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
日本政府は魚の線量を測るとき内臓・骨を除いて測る＜なぜなら筋肉の数百倍、数千

倍の放射能がたまる場所＞

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/85938781557bbac62ad430c9ed4ca309 …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
内部被曝は、給食を食べない弁当の子の方が少ない事実

21uri
だからお弁当

ママ、大変だけど結果は出るよ！ 
komaring1
札幌の小学生五人の検査

給食を食べない弁当の子二人より

給食の三人のストロンチウム、セシウム、

ウランの値が高い、紛れもない現実だ

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
子供として１０年間１００べクレルの食品を食べると、

たしかに１００パーセントの確率で被曝死するといえる。

死亡が起こる期間は３０年くらいの想定だが、

大人となる前に相当数がなくなることになる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/85938781557bbac62ad430c9ed4ca309 …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"daisuke_hirano
千葉県柏市

よりも宮城県石巻の方が

ストロンチウムの汚染度が高い

それは有名な話だ。

つまり、セシウムの汚染分布図と

ストロンチウムの汚染分布図が違うということ

僕の住んでいた横浜。

最寄り駅から大量のストロンチウムが検出された"

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2013-03-17
だまされませんよ＞ＮＨＫのニュースで、

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/85938781557bbac62ad430c9ed4ca309
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/85938781557bbac62ad430c9ed4ca309


季節代わりに体調をくずすのは「気象病」と。

鼻出血が症状ですと！！！（怒

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/46e769deb997f26e9e678d92dc598cf3 …

War Is Overさんがリツイート 
maria @maria47434 · 12時間12時間前 
チェルノでは小さいお子さんが甲状腺ガンになる場合が多く

日本の福島原発事故では１０代後半が多い。

この事を娘の九大の主治医はちゃんと知っていた

甲状腺ガン＝小さいお子さんという認識でいる親が多い日本では

高校生〜大学生の検査すらしていない。

多くの若い命が近い将来奪われる

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 12時間12時間前 
#自民感じ悪いよね
【フクシマの現状】

ほかの新聞はこれをどーんと一面に載せる勇気はないんかね？

詳細→

http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/748.html … 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/619114615083962368/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2014年7月8日 
名無し：07/09 12:54 ID:-
自分の事を馬鹿にしていた、千葉のホットスポットに住むヤツは家族や親戚が2人急死
しつつ本人もいま癌で終わる…。食べて応援してた人は、白血病。放射線量が高いと
ある場所に住み続ける知り合いは長い体調不良の末に、若年性痴呆に。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 7月8日 
養殖魚は、エサが汚染された東日本の海のイワシだと消費者は警戒しているので、非

汚染エリアの検査済のエサを与えていることを明示しないと、いつまでも買い控えが

続く。かまぼこも同様 http://www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?
ibocd=2015070800010482 … 負債２０億円　桜島のブリ・カンパチ養殖　太平水産破
産申し立て

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/46e769deb997f26e9e678d92dc598cf3
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/748.html
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/619114615083962368/photo/1
http://www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?ibocd=2015070800010482


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
メルマガ読者「無知は大罪です。私は何も知らなかった。知らなかったと言う言い訳

など 何の役にも立たない。私の決断の遅さが 子供の被曝に繋がった。上の子は ○○○
病になりました。うちの子○人とも A2です。
立ちくらみや偏頭痛 ・吐き気等 体に異変があると被曝を疑ってしまいます。」

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「経済的徴兵制」 日本学生支援機構・委員がマッチポンプ　/　非正規労働者の平均年
収は168万円（国税庁による民間給与実態調査＝2014年）。月収１４万円である。家
賃を払い食べて行くのさえ困難な収入だ。毎月１万４千円の返済は無理

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/1682014-0a37.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
リモートでパソコン情報などを盗み出す「電磁波サーベランス」、暗号名「ＴＥＭＰ

ＥＳＴ（大嵐）」に注意！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-c7e7.html#more …

War Is Over @kenshimada · 8時間8時間前 
上海暴落後にうまいタイミングでNY取引所のシステム落ちたよね。そのまま取引開始
だとエライことになるもんな。

War Is Overさんがリツイート 
ken @kenkenir · 9時間9時間前 
２５００億円かかるから東京五輪が駄目なんじゃなくて、もともと駄目な東京五輪に

さらに２５００億円かけるってことなんですよ。

War Is Overさんがリツイート 
としこ　おかだ @tokkocyan · 10 時間10 時間前 
久米宏が東京五輪反対を表明 「最後のひとりの日本人になっても、反対は続けて
いく」 #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/8085018/ …

War Is Overさんがリツイート 
柿枝あんな @kakieda · 7月8日 
自分の預金引き出すの大変よ。使用用途を具体的に聞かれ、それに関連する会社名も

聞かれ、納得させられないと警察呼ばれるからね（振り込み詐欺理由で）どこにも振

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/1682014-0a37.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-c7e7.html#more
http://news.livedoor.com/article/detail/8085018/


り込まなくてもねｗ

War Is Overさんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton · 7月7日 
奨学金で低所得者層の子供を釣って、自衛隊に入れる。これなら金持ちの子は戦死し

なくて済む。米国と同じやり方。これが「経済徴兵制」という名の、事実上の徴兵制

度か。。。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月10日8:33
あ、くそ。（＞＜＃）また「一瞬で全消し」しちゃった…★

これ読んで動揺したんだよ〜ん…★
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 12時間12時間前 
・レベル6で箱根湯本まで、つまり箱根全町避難
・レベル7で横浜市戸塚区まで400万人避難
これでどう？ 

…えぇ…（－－；）…
「生まれ育った土地」ですとも…＞横浜市戸塚区…★
（母と弟が、まだ居る…！）

思い出しつつ復元？します…★
（－－＃）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

おはようございます。

０７：？でした。

…あれ？（＾＾；）？

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


あ、残ってた。消えてなかった…☆
 



（７月10日）　予定完遂とまではいきませんでしたが、実に有意義な４連休でした。

http://85358.diarynote.jp/201507110010005321/

【神奈川県庁薬務課】様にあらせられましては「神風」でも吹か

せるおつもりらしい…★（元・神奈川県民として恥ずかしい…（
－－＃）★

2015年7月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=V9JJyztJLLA
『アナと雪の女王 MovieNEX』Let It Go/エルサ（イディナ・メンゼル）
＜英語歌詞付 Ver.＞ 

おばんです。２３：１１。

予定完遂とまではいきませんでしたが、実に有意義な４連休でした。

（＾＾）

…どうせなら、こういう日で、世界が終ってくれると、ちょうどいいんですが…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201507110010005321/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507110010005321/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507110010005321_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507110010005321_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507110010005321_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=V9JJyztJLLA
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

neko-aii @neko_aii · 53 分53 分前 
井戸川・前双葉町長

避難計画は役に立たなかった

1時間の道のりを
8時間かけて逃げるしかなかった
20分以内に
200km離れることは不可能
地震で壊れたのは

原発だけではない。

道路も通信も壊れる

War Is Overさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 59分59分前 
今年は、東北から北海道にかけて、登山している６０歳以上の高齢者が、次から次と

なくなっている。いつも登山しているベテランらしい。７月に入ってからもう６人

です。

War Is Overさんがリツイート 
June (Junna) @myremin · 59分59分前 
毎日毎日行き交う救急車

knznymmmy @knznymmmy · 1 時間1 時間前 
で、別に反日組織も朝鮮も

一切無関係な単純な事実としてさ

フクイチには700トンあまりの
核燃料があったわけさ

で、これ何億ベクレルだと思う？

あるいは逆に1テラベクレルの
セシウムってグラム換算すればどれぐらいだと思う

朝鮮人は無関係な単なる物理だ

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
東京の黒い物質、15,600,000Bq/m2の汚染。ベラルーシの５倍。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ea6beda6df42da1d064fa958543f59dd …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ea6beda6df42da1d064fa958543f59dd


cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
次の台風11号は、九州四国を直撃かも。
https://twitter.com/cmk2wl/status/619510038009245697/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
権力者の責任の逃れ以外ない

五輪の建築。だって経緯をよく見た方が良い「そのデザインを選んだ人」に責任を押

し付けようとしてるけど、そうじゃない。絶対に違う。「適当に審査委員を人選し、

適当に見積もりし、オリンピックが終わった後の「年間の維持費20億円」この利権に
目がくらんでるだけだ

War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
100mSvまで浴びないと胎児には何の奇形も起きないそうだが、レントゲン室の前には
なぜこのような表示があるのか？

http://onodekita.sblo.jp/article/6979060.html …
https://twitter.com/kenshimada/status/348109427863326720/photo/1

火山たんさんがリツイート 
TARO-Y @kooth · 2時間2時間前 
箱根には世界的な美術品が沢山あるが、レベル4になってからの搬出は（噴火被害や
盗難）リスクが高い。最終搬出用機材の現地配備と、バックヤード品の避難を早目に

進めて欲しいと思います。世界的美術品の安全は箱根の名誉を守る事に繋がります。 #
箱根を守ろう

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 3 時間3 時間前 
直接海外移住考えることも

もう、現実的になってきたね。

早川由紀夫さんがリツイート 
くろ・東日本回遊中 @neko3no3te · 3時間3時間前 
自然に勝てないことを「努力が足りぬ」「人災」とする社会は、危ういと思う。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
火山には勝てない。

https://twitter.com/cmk2wl/status/619510038009245697/photo/1
http://onodekita.sblo.jp/article/6979060.html
https://twitter.com/kenshimada/status/348109427863326720/photo/1


早川由紀夫さんがリツイート 
化雲岳-1954m @Kaun1954 · 4時間4時間前 
化雲岳-1954mさんがリツイートしました 神奈川県庁薬務課
”火山に負けない！！”←おぉ、火山に勝つつもりらしい。凄いぞ、神奈川県庁薬務課。 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
ときどき噴火するのが、箱根本来の姿。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
これ、#箱根を守ろう　じゃなくて、箱根で収益を上げているひとたちの既得権益を守
ろうということだよね。箱根は、活火山だから、ときどき噴火するのがあたりまえ。

ずっと噴火しなかったら活火山リストから抜け落ちちゃう。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
レベル3だから観光客の足が遠のくのは当たり前だ。レベル3なのに観光客がいつもど
おりだったら、それこそおかしい。火山をめしのタネにしてるなら甘えるな。何十年

かに一度こういうことはある。なぜなら活火山だから。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
こういう、人の命を軽視して欲に目がくらんだ政治家がいた火山で大勢が死ぬ噴火災

害が起きてきたのは、歴史が教えるところだ。まあ、今回、かならずそうなるといえ

るわけではないけど。やなかんじであることはたしか。

早川由紀夫さんがリツイート 
駿河局 @SuruganoTBN · 5時間5時間前 
↓NHKヘリ映像より。ごじゃごじゃ噴いてる。 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5時間5時間前 
犬吠埼 7/10 9:30〜19:00までの変化 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
黒沢明　【夢】１９９０年に、浜岡原発６基・連続爆発を予言した映画！原発事故で

逃げ惑う人々　色のついた放射能が襲ってくる！

http://blogs.yahoo.co.jp/ishikawaryou1/10116260.html …
赤色プルトニウム239
黄色ストロンチウム90
紫色セシウム137 

http://blogs.yahoo.co.jp/ishikawaryou1/10116260.html


AKIRA 2024さんがリツイート 
リャンティ ˇ�ˇ)♡L��� @lilryanti · 6時間6時間前 
トリチウム最近すごいみたいですね…とりあえずは昨日のは薬品の味がしました＞_＜
あとシャワーが目に入った瞬間、目が痙攣し始めました。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：07/10 15:03
多賀城・鈴木新が鼻血耐え完投／宮城

多賀城のエース右腕鈴木新（３年）が、鼻血のアクシデントに負けず３失点の完投勝

利を収めた。８回表の味方攻撃中にベンチで鼻から出血…
http://www.nikkansports.com/baseball/highschool/news/1504663.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月10日 15:32
】

関東地方の一部の地域では、明日（１１日）は光化学スモッグの発生しやすい気象状

態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
2014年、サウジアラビアに雹が降った。そしてMERSで300人以上死亡。雹にはトリチ
ウムが入ってたのではないか？

β線被曝で呼吸器系の免疫力低下

http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/oman-hailstorm … 

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
【火山紹介】北海道の東部にある屈斜路湖は、大きさが日本最大の屈斜路カルデラに

あるカルデラ湖だよ。約12万年前の大噴火では、火山灰が札幌あたりまで到達したん
だよ。現在はカルデラの中の南東部にアトサヌプリという火山が出現して活動してい

るんだよ。

火山たん @volcano_tan · 9時間9時間前 
【火山紹介】北海道の中央にある大雪山は、旭岳や白雲岳などの火山群の名前なん

だよ。中心部には御鉢平という3万年前の大噴火で形成されたカルデラがあるんだよ。
ちなみに、この御鉢平には有毒温泉という火山ガスと共に湧く温泉があるんだよ。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 

http://www.nikkansports.com/baseball/highschool/news/1504663.html
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/oman-hailstorm


【横浜地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月10日
15:13】
神奈川県では、１０日夕方にかけて、光化学スモッグの発生しやすい気象状態となる

でしょう。屋外での活動に十分注意してください。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
犬吠埼 7/10 13:58 空が青くなって来たが、青空というより、濃い紫のような。近景は
紫色のまま。

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619370695517040644/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【地震情報（海外） 2015年07月10日 13:41】
日本時間の10日13時13分頃、南太平洋でM7.0の地震がありました。詳しい震源の位置
はソロモン諸島です。

気象庁では１０日１３時３８分に北西太平洋津波情報を発表しています。震源の近傍

で津波発生の可能性があります。（続く）

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
（続き）

この地震による日本への津波の影響はありません。

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M7.0】SOLOMON ISLANDS 33.0km 2015/07/10 13:12:44JST, 2015/07/10
04:12:44UTC
(G)http://j.mp/1HnyAq8 (USGS)http://j.mp/1CsSEvu

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 12時間12時間前 
犬吠埼 7/10 11:27 空が青くなって来たが、近景は依然紫色 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619332794481704961/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
安倍政権の設定した年２０ミリシーベルトの許容量は、世界中で驚愕を与えている

安倍晋三は年間７０万人を被曝で殺害することを容認したわけだ

もし、これが世界のどこかで起きたなら、日本国民の多くがホローコストとして首謀

者を弾劾し続けるだろう

だが自分たちが殺されている分には反応がない

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619370695517040644/photo/1
http://j.mp/1HnyAq8
http://j.mp/1CsSEvu
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619332794481704961/photo/1


amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
安倍政権が被曝許容量として設定した年２０ミリシーベルトが、どれほど凄まじい被

曝か知ってますか？

年１ミリ被曝で日本人に年８千名の死者が出る

年１００ミリ被曝で年７２万人の癌死者が出る

年２０ミリでは年１４万人の死者、子ども達が大半だ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-487.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
ICRPの国際基準、年１ミリシーベルトは日本国民に年間８０００名の被曝死者を出す
被曝量だって知ってた？

http://onndannka.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/post-25ab.html …
実際には、もう一桁多い

６０年代核実験放射能で日本国内に膨大な知的障害児と癌死者が出てたんだよ

フクイチは恐ろしくて想像もできない

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
日本政府は食品放射能許容量をキロ１００ベクレルという驚異的な値に設定

これは放射性廃棄物の基準値だと知られている

毎日１００ベクレルの食品を摂取する子供は数年も持たずに癌や白血病で死んでしま

う

私はキロ１ベクレルを基準にすべきと思うが、これでさえ胎児に奇形や知恵遅れの障

害が出る

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
なんで、なんでこんなに理不尽なことがまかり通るんだろう。

20ミリシーベルト帰還強制。
これって、ガス室に入りなさい！と言われているのと同じです。

野呂美加

AKIRA 2024さんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 14時間14時間前 
一弾目の15日早朝、横須賀米軍基地、１５μSvを記録（カウントダウン・メルトダウン
より@rigged_election: 【記録】２０１１年３月１６日午後１時ごろ、横浜を襲った放
射能雲　http://bit.ly/1F3ESdN 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-487.html
http://onndannka.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/post-25ab.html
http://bit.ly/1F3ESdN
https://twitter.com/Lulu__19/status/535405157857517569/photo/1


https://twitter.com/Lulu__19/status/535405157857517569/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 15時間15時間前 
犬吠埼 7/10 9:20 今日も不思議な紫色。昨日とはまた違い、今日は霧っぽくない。透明
感のある紫色。

webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619301881932701696/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
【絶対に負けられない】 @MN_hito · 15時間15時間前 
そこに居ては死ぬ。

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 19時間19時間前 
5時現在、沖縄県内で非常に強い風が観測されています。
■最大瞬間風速

糸数　　49.9m/s 東　(10日01:05)
宮城島　43.2m/s 東　(10日01:29)
慶良間　42.7m/s 東　(10日03:03)
…
那覇　　38.9m/s 東　(10日01:48)

AKIRA 2024さんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 7月9日 
tomoko isobe（脱被曝に一票）さんがリツイートしました Fibrodysplasia
ストロンチウム９０の娘核種であるイットリウム９０は、「脳下垂体」に集まり

ます。 

War Is Overさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen · 7月8日 
スエーデンが現金廃止。バスに乗るにもカードで支払い。フランスで「陰謀論者」と

して当局からの迫害を受け続けているアラン・ソラルは政党や協会を設立しても銀行

に口座開設を拒否されるため、現金廃止社会では運動の自由もないことを指摘して

いる。

http://www.merkur.de/wirtschaft/schweden-schafft-bargeld-2769638.html …

War Is Overさんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 7月5日 

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619301881932701696/photo/1
http://www.merkur.de/wirtschaft/schweden-schafft-bargeld-2769638.html


光化学スモッグ（光化学オキシダントと呼ばれる有害化学物質が高濃度になった状態

のこと）注意報等発令回数が1970年代の水準に戻りそうな勢いだ。関東を中心に大気
汚染は深刻。光化学オキシダント濃度は上空ほど高く、タワーマンション高層階は夏

はかなり汚染された状態になっている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
春田ヒロ @haruta_akihiro · 2013年6月13日 
えーこれは本当なの？QT @denki_minto 先ほど、降雨レーダーに姿を現した放射状の
エネルギー。原発事故後、何度も現れる。中心がいつも同じ「例の場所」だ。この円

の中に何人の人々が生活しているのだろう。これからどうなるのだろう。

https://twitter.com/denki_minto/status/345115843476193280/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年6月3日 
カリフォルニアの海岸線のアシカの死骸。

心臓や肝臓の範囲においてショッキングな 0.48マイクロシーベルトだった。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/473953434454855681/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
kei.Morita @Moricoh · 2013年5月29日 
@lllpuplll 私は赤旗日曜版の読者でした。しかし半年前頃から、紙面に反原発はあるが
、内部被曝という言葉が無い事に気が付きました。編集者に問い合わせたところ、優

先順位だと言うだけで、報道しません。甲状腺検査の結果も載せません。あの読売さ

え載せるのに！だから止めました。

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月11日0:46

https://twitter.com/denki_minto/status/345115843476193280/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/473953434454855681/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


それにつけても、台風９号の進路が、すごいイヤ…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月11日1:02
そして心なしか、

札幌の夜空も紫色なんですが…

（；‾Д‾）

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


（７月11日）　今日から再び、バイト４連勤…★／「任官拒否」急増で隊員不足…自
衛隊がリクルート活動に必死。

http://85358.diarynote.jp/201507110559371426/

空気に異臭。(∋_∈)
2015年7月11日 日常 コメント (3)

じわじわと札幌までもフクイチ【露天臨界】核爆発の延焼煙が拡散到来中。(-_-#)

ワニラ05:59。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

あらためまして、おはようございます。

０８：１７です。今日から再び、バイト４連勤…★

なんか気分で、音楽はＣＤでこれ聴いて起きだしました…
https://www.youtube.com/watch?v=o2jh7N7Fldk
Irene Cara - Fame 1980 (VHS 1982 Edit) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507110840226455/

http://85358.diarynote.jp/201507110559371426/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201507110559371426/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507110559371426_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507110559371426_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507110559371426_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=o2jh7N7Fldk


（時間切れ★）人の命は「地位」で決められている。

2015年7月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
https://www.youtube.com/watch?v=cOeKidp-iWo
Bruce Hornsby & the Range - The Way It Is 

揺れすぎてて全体像が把握できない★

https://twitter.com/eq_map
（－－；）

札幌は昨日の午後から急激に気温上昇。

「例年通り」の２５℃ぐらいではあるんですが…
一昨日が１５℃だったから…
（〜〜；）

体調と、食料の、管理ができない…★

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

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 分8 分前 
7月11日：8時20分現在の
箱根：大湧谷。温研が公表してる8時21分更新の日別の地震数。
昨日から報道を変えてる点→「噴気孔ではなく火口でした。その火口から噴出物。川

が濁ったのは、雨が原因ではなく、火山灰が原因でした」

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 34分34分前 
名無し：07/10 23:00
郡山の新生児、死因特定できず 目立った外傷はなし
http://www.minyu-net.com/news/news/0709/news3.html …
郡山市のアパートで７日に心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認された生後

１カ月の男児は、目立った外傷がなく死因が特定できなかった

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 38分38分前 
名無し：07/10 08:19
自分は横浜在住（緑区）なんだけど、この所、この人の写真と全く同じ症状があるん

だよね。

http://85358.diarynote.jp/201507110840226455/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507110840226455/
https://www.youtube.com/watch?v=cOeKidp-iWo
https://twitter.com/eq_map
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
http://www.minyu-net.com/news/news/0709/news3.html


突然、皮膚から血が噴き出して来る。病院に行っても、原因不明…

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
どこの馬鹿が考えてるんだ！

お腹の中の赤ちゃんに悪影響が出るのは、赤ちゃんの被曝量が50ミリシーベルト以上
の場合と考えられています

http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf …
５ミリシーベルト以上被曝で胎児の4.4％が重度知的障害
http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
再掲

北海道の魚も放射能汚染、東電、道内の漁連や漁協に15億円賠償(7/9 北海道新聞)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/396.html …
北海道の魚もダメ！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
福島市のコメ220ベクレル、回収し、焼却処分へ(7/9 産経新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5311.html …
この種の汚染米は回収後、行方不明なってしまうと聞いている

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【十勝地方 高温注意情報 2015年07月11日 05:10】
十勝地方では、１１日の日中は気温が３３度以上となるところがあるでしょう。熱中

症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼帯広　３３度

▽帯広で３０度以上の時間帯は、１２時頃から１６時頃まで。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【八重山地方 高温注意情報 2015年07月11日 05:05】
八重山地方では、１１日の日中は気温が３３度以上となるところがあるでしょう。熱

中症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼石垣島　　３３度

▼与那国島　３３度

http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf
http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/396.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5311.html


特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【埼玉県 高温注意情報 2015年07月11日 05:03】
埼玉県では、１１日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症

など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼さいたま　３４度

▼熊谷　　　３５度

▼秩父　　　３４度

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
Googleトレンド検索 日本
肌　ピリピリ

肌　痛い

肌　過敏

皮膚　違和感

皮膚　ピリピリ

過酸化物か、ヒドラジンのような防食剤か、アルファ線、ベータ線核種か、いずれに

しても福島原発由来の何か。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/619566199303639040/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
di ba @rejoiceinthegod · 7月9日 
di baさんがリツイートしました cmk2wl
もう3日くらい大雨が続いてるココでも湿度は100%にはならないんだよね。今は91%
だもん。100%にするってすごく難しいと思うから異常だよね。

https://www.youtube.com/watch?v=A-clAgFjcQw
Civilization V Soundtrack Indian Brave 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
「だいたい２週間の作業で、１日に８０万円から１００万円ぐらい、２週間で１千万

円以上。それを家族に渡して、自分はその仕事に飛び込んで行くと。その人なりの事

情もあったんだろうね」/　フクイチ作業員が証言
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-fb9a.html#more …

https://twitter.com/cmk2wl/status/619566199303639040/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=A-clAgFjcQw
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-fb9a.html#more


amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「泥沼の中国戦線で無駄死にが増えたから、靖国神話が本格的に必要になった：藤原

敏史氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17814.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
自主避難へのアンケート協力のお願い

　チェルノブイリの汚染地帯に住む人々が、経済的困難の中でわずかばかりの汚染地

手当をもらう手当のことを「棺桶料」と呼んでいた。

　そんなコトバまで思い出す必要にせまられるとは。

http://www.kakehashi.or.jp/?p=11689

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
事実上の移民推進！外国人労働者を国内の炊事や掃除、医療などにも導入へ！国家戦

略特区法改正案が成立！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7163.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
「任官拒否」急増で隊員不足…自衛隊がリクルート活動に必死 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/161634 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 9時間9時間前 
汚染地帯の人見捨てられてるよね。首相官邸表面線量１μSv／ｈぐらいで大騒ぎするの
に伊達市なんか地表面3μSv／ｈ以下除染しないと言ってるし、帰還基準3.8μSv／ｈ以
内なら帰すんだって！人の命は「地位」で決められているんだね！

https://www.youtube.com/watch?v=_LFmlqG5_d0
Civilization V Soundtrack Cheyenne Prairie

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年7月11日14:48
再び激睡魔。(∋_∈)
またデカイ地震が近いと思う…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月11日14:50
関東で被曝大量だった舌先中央に激痛。(ToT)

…いよいよ舌ガンかしら…
（＞＜。）。。

 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（７月11日）　陸上自衛隊（札幌市）で「家族への手紙」を書くよう指示。隊員は「
遺書を書かされたと感じた」と証言している』。

http://85358.diarynote.jp/201507112359427697/

『陸上自衛隊北部方面総監部（札幌市）で2010年7月、当時の千
葉総監が「家族への手紙」を書くよう指示していた。

2015年7月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おばんです。２３：０１。

札幌の外気温は２４℃。無風。湿度低し。

気象条件的には居住最適なんですが…
…（－－；）…

やはり夜になって陸風に変わると、

太平洋側からの汚染大気がどんどん流れ込んできて、

喉と肺がヤラレます。（＞＜；）

で、朝日が昇って海風（西風）になると、

昼のあいだはかなり「呼吸がラク！」な状態に戻るんですけどね…

台風の動向次第かなぁ…

いつまで、もつものやら…
…ｗ（－－；）ｗ……

https://www.youtube.com/watch?v=mQPrcTWYy18
Civilization V Kokopelli Winds

そして、水道水は、凄まじい金属刺激味で異臭がします…！

火山たん @volcano_tan · 4 秒4 秒前 
火山の活動が活発になって噴火が近づくといろんな前兆が起きるけど、その中でも人

間に分かりやすいものが地熱の変化だよ。マグマが地表近くまで来ているって証拠だ

よね。阿蘇の中岳の火口には湯だまりがあるんだけど、これは噴火が近くなると地熱

が上がって湯の量が減るんだよ。

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ42.7km 2015/07/11 20:52:34 http://j.mp/1CvkgjR

http://85358.diarynote.jp/201507112359427697/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507112359427697_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507112359427697_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150711/85358_201507112359427697_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mQPrcTWYy18
http://j.mp/1CvkgjR


地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第6報)◆◆【M5.9】択捉島南東沖 深さ10km 2015/07/11
20:26:49発生 最大予測震度2 http://j.mp/1Hm3LFf

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ24.5km 2015/07/11 19:28:30 http://j.mp/1ePqgIK

火山たん @volcano_tan · 6時間6時間前 
噴火の予兆としてよく挙げられるのが火山の地下で起きる地震だよね。けど、これが

起きたから確実に噴火が起きるとは言えないんだよ。例えば2000年末から富士山では
低周波地震が多発したんだけど、結局は何も無かったんだよ。こういう噴火未遂みた

いな事もあるんだよね。

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 日高町 
【M4.7】日高地方 深さ119.5km 2015/07/11 15:18:33
(G)http://j.mp/1M1fIEH (Y)http://j.mp/1D7kybh (アニメ)http://j.mp/1JVEl57

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
【火山紹介】北海道の東部にある屈斜路湖は、大きさが日本最大の屈斜路カルデラに

あるカルデラ湖だよ。約12万年前の大噴火では、火山灰が札幌あたりまで到達したん
だよ。現在はカルデラの中の南東部にアトサヌプリという火山が出現して活動してい

るんだよ。

火山たん @volcano_tan · 9時間9時間前 
【火山紹介】北海道の中央にある大雪山は、旭岳や白雲岳などの火山群の名前なん

だよ。中心部には御鉢平という3万年前の大噴火で形成されたカルデラがあるんだよ。
ちなみに、この御鉢平には有毒温泉という火山ガスと共に湧く温泉があるんだよ。

火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前 
噴火によって空中に舞い上がる火山灰などは、上空の風向きによって降る地域が大き

く変わるんだよ。これは桜島の周辺に住んでいる人なら分かるかな。だから、噴火に

よる火山灰の影響を予測する時には季節風の風向きを考えないといけないんだよね。

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 幕別町 
【M3.2】十勝地方 深さ65.3km 2015/07/11 04:55:17
(G)http://j.mp/1Ml0bg3 (Y)http://j.mp/1UL22jP (アニメ)http://j.mp/1UL22R4

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【十勝地方 高温注意情報 2015年07月11日 05:10】
十勝地方では、１１日の日中は気温が３３度以上となるところがあるでしょう。熱中

症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼帯広　３３度

▽帯広で３０度以上の時間帯は、１２時頃から１６時頃まで。

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ31.2km 2015/07/10 23:10:56 http://j.mp/1fu1zT9

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
7月10日
ソロモン諸島近海（マグニチュード7.0：深さ10km。気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150710134045394-101313.html …）の巨大地震と、
日本の位置関係。同じ太平洋プレート付近。ここでMの大きな地震は日本にも影響あり

http://j.mp/1Hm3LFf
http://j.mp/1ePqgIK
http://j.mp/1M1fIEH
http://j.mp/1D7kybh
http://j.mp/1JVEl57
http://j.mp/1Ml0bg3
http://j.mp/1UL22jP
http://j.mp/1UL22R4
http://j.mp/1fu1zT9
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150710134045394-101313.html


かな。今までの例だと。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/619743429048676352/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4月29日 � 日本 
冬場にくらべ北海道方面への放射能の風は少なかった

がhttp://twitter.com/ST0NES/status/592928831541026817 …
今日は注意したほうがいい。http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
213.25,40.78,1106 …
また、関西方面も。とくに中国地方までF1からの風が内陸を縫ってる‥ 
https://twitter.com/ST0NES/status/593311940077727744/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
再掲

北海道の魚も放射能汚染、東電、道内の漁連や漁協に15億円賠償(7/9 北海道新聞)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/396.html …
北海道の魚もダメ！

AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴこたん @picogmgm · 8時間8時間前 
自分と同じように避難している人と話すと、つくづくいまって戦時中なんだなと思う

。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 25 分25 分前 
7月11日 21時26分
『陸上自衛隊北部方面総監部（札幌市）で2010年7月、当時の千葉総監が「家族への
手紙」を書くよう指示していたことが11日、元隊員などへの取材で分かった。隊員
は「遺書を書かされたと感じた」と証言している』

 
ひみつ日記

（作業中）　（しまった順序が逆！）　たかだか日高の干上がり鷹よ…

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/619743429048676352/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/592928831541026817
http://earth.nullschool.net/jp/?utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-213.25,40.78,1106
https://twitter.com/ST0NES/status/593311940077727744/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/396.html


（７月12日）　バイトは中番。　いじめと戦えと言う？　都内、通勤経路はジブリの
世界に迷い込んだよう…恐るべきスピードで進む「緑化」。

http://85358.diarynote.jp/201507120905325588/

箱根の火山ガス上昇／東電のあの人達は今＞（家族と共に海外

在住）。

2015年7月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月12日5:47

夜中に涼しくなったので

窓閉めて気持ち良く熟睡して

目覚まし鳴る前の午前５時に

すっきり目が覚めて

o(^-^)o

窓を開けて

…線量上がってんな…(∋_∈)

と思ったら案の定、

札幌０.０４３μ。

室温２５℃。

快晴無風。o(^-^)o

…そんな贅沢な札幌の自室で、

昨夜の洗濯物を

直射日光カンカンの東の窓際に干し直して…

(^。^;)

…これから二度寝します…

（フェアトレードあんどレインフォレストなコーヒーはすでに飲みましたとも…♪）

(^o^)／

あらためまして、おはようございます。

（＾＾；）

０７：５７です。暑いです。

今朝の目覚まし音楽はＣＤでこれでした。

https://www.youtube.com/watch?v=I-ILbr_53xg
Jaagah Man Merah-Om Namoh Shivayeh-Alisha Chinay-Om the Inner Voice (Antaratma)" 

バイトは中番。家事終了。

情報チェック〜★（〜〜；）…★
https://www.youtube.com/watch?v=jZV71fecZvQ
MAHA PANCHAKSHARA MANTRA 偉大なるシヴァ神の聖音 

早川由紀夫さんがリツイート 
かばきちザ・雑草のシーズン突入 @tokabakichi · 17分17分前 
神奈川県の言うことを聞いていると、まるで1キロの線のところに見えない壁があって
、そこで噴石が跳ね返されるくらいの印象を受けるな。

cmk2wl @cmk2wl · 20分20分前 
信用させ、信用させ、信用させ、最後の最後。この場合は瓦礫の広域処理でひっくり

返すわけだ。

どうしてここまで汚いやり方ができるんだろう。

母親たちをアンビバレントな気持ちにさせ意気消沈させるのは、心理学的に何という

のだろうか。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 27分27分前 
1キロ内が立入禁止で、その周辺が安全なわけないだろが。2キロくらいまでは注意し
ないといけない。あたりまえのことだ。そうでないことを強弁するひとは、いくら県

知事でも信用してはならない。

http://85358.diarynote.jp/201507120905325588/
http://85358.diarynote.jp/201507120905325588/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.youtube.com/watch?v=I-ILbr_53xg
https://www.youtube.com/watch?v=jZV71fecZvQ


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 32 分32 分前 
「現在、火山活動により立入が制限されている区域は、大涌谷周辺の１ｋｍ圏内です

。箱根の広いエリアは、自然の景色が美しく、数多くの文化財、美術館・博物館、

レジャー施設があり、様々なイベントや祭事も例年どおり行われています。」神奈川

県知事

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532566/p939344.html …

War Is Over @kenshimada · 38 分38 分前 
東京大空襲では40平方キロの周囲に「ナパーム製高性能焼夷弾」を投下し火の壁を
作り、住民を猛火の中に閉じ込めて退路を断ち、その後、約100万発の油脂焼夷弾、黄
燐焼夷弾やエレクトロン焼夷弾が投下された。こうして、一夜のうちに10万人以上の
民間人（非戦闘員）が生きたまま焼き殺された。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
箱根：大湧谷

07月12日 6時35分ごろの噴煙の量。宮城野側で、こう見える時は相当、大量に出てる
状態。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
東電のあの人達は今！

勝俣恒久会長→日本原子力発電の社外取締役（家族と共に海外在住）

清水正孝社長→関連会社・富士石油の社外取締役に天下り（家族と共に海外在住）

武井優副社長→アラビア石油社外監査役に天下り（現在家族と共に海外在住）

http://www.asyura2.com/13/genpatu32/msg/848.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
ラーメンによる体調不良　続報 (2)　下痢をする人が続出 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/402.html …
海産系ダシを使う店は警戒が必要

これまで大半のダシにセシウムが出てる

これからはストロンチウムの生物濃縮が進行するので、とりわけダシは危険になる

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
東芝社長が粉飾決算騒動で辞任へ！第三者委が不正会計関与を認定！東証は上場廃止

などの処分はしないと表明！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7176.html …
中国並みだな東証は

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
強い風が吹くと、国の電気必要量を４０％も上回る発電を風力だけでできるデンマル

ク国の話

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-c2c2.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
あなたも福島第一原発構内で生じている壮大な霧箱現象を観察してみませんか

http://inventsolitude.sblo.jp/article/145906985.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【釧路・根室地方 高温注意情報 2015年07月12日 05:12】
釧路・根室地方では、１２日の日中は気温が３３度以上となるところがあるでしょう

。熱中症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼釧路　２３度

▼根室　２５度

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【十勝地方 高温注意情報 2015年07月12日 05:07】
十勝地方では、１２日の日中は気温が３３度以上となるところがあるでしょう。熱中

症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼帯広　３５度

▽帯広で３０度以上の時間帯は、１１時頃から１７時頃まで。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【網走・北見・紋別地方 高温注意情報 2015年07月12日 05:07】
網走・北見・紋別地方では、１２日の日中は気温が３３度以上となるところがある

でしょう。熱中症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼網走　２４度

▼北見　３３度

▼紋別　２４度

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
これは311後、東電社内で出回った文章です
東電は、何が起きるか、よく分かっているのです

これまでの対応は、すべて時間稼ぎ、誤魔化しにすぎません

「福島の復興は不可能！　死者は1000万人クラス」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/3a068135f677e4936de1ddfc073c5598 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
浙江省当局による十字架撤去がエスカレートしています。温州市、杭州市などの十字

架はほぼ完全に撤去されました。教会の代理弁護士１１人は、十字架の強制撤去は違

法だとの声明を発表

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
非常に重要！

著作権侵害、非親告罪を導入へ＝適用制限めぐり最終調整—TPP
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150712-00000012-jij-pol …
恣意的な適用が可能な冤罪の温床　

ありふれた小さなフレーズでさえ、遠い過去に使用例があれば摘発逮捕されることに

なる

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532566/p939344.html
http://www.asyura2.com/13/genpatu32/msg/848.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/402.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7176.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-c2c2.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/145906985.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/3a068135f677e4936de1ddfc073c5598
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150712-00000012-jij-pol


amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 4時間4時間前 
チェルノブイリで５ヘクタールの泥炭が依然として発火 / Sputnik 日本
http://jp.sputniknews.com/incidents/20150708/549901.html …

War Is Overさんがリツイート 
忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 6時間6時間前  

臨床的に

血を吐く（吐血）とは

急死を予期させるものです

War Is Overさんがリツイート 
アンドレ @nihon_no_owari · 7時間7時間前 
@murataofumisan @sobtomk @keiya_crazyhit 総武線に乗っててもよく分かります。
小岩あたり、たまにガイガーカウンターがピーピー鳴っちゃいます。電車の中でも。

0.3μに設定中。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
箱根の二酸化硫黄：火山ガス

7月11日：21時ごろから上昇を始め、先ほど24時台に（0.031ppm）の最大値。こない
だ噴火して以来の高数値。　また、神奈川あたりで「硫黄臭い」となるね。これ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/619894126142582784/photo/1

太田太郎 【 ben 】 @v9tomoko123 · 8時間8時間前 
@metabokenopapa @onodekita @raymiyatake 
安倍がいることじたい

危機的状況

amaちゃんださんがリツイート 
ジャスティス正義 @justice8seigi · 9時間9時間前 
膝の痛め止めのため「麻薬を密輸したアメリカ人は悪質性が低い」と不起訴

冤罪を告発するため「証拠を公開した刑事被告人は悪質性が高い」と起訴有罪

何でこうなるの？http://www.mynewsjapan.com/reports/1951 
証拠の目的外使用罪『二重冤罪』被害者より@tokaiamada

War Is Overさんがリツイート 
みんなの測定所・ふじみーる @fujimiiru · 10時間10時間前 
足の甲の傷痕が消えない。

赤黒さが消えない。

今までこんな事はなかった。

被爆の影響かも？。

そう言えば、掃除機ゴミパックをはかった後で血液検査をしたら、赤血球が小さめだ

と言われた。そんなことを言われたのは初めてだった。

https://twitter.com/fujimiiru/status/619865402399559682/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
秋田放射能測定室『べぐれでねが』 @metabokenopapa · 12時間12時間前 
安倍首相が驚きの答弁。「米艦への攻撃の危険があれば、それだけで日本は存立危機

状態になり、参戦できる」

http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/60e4605ef18f16a6083762abe5ab9eee …
@raymiyatakeさんから

War Is Overさんがリツイート 
デモクラTV @democra_TV · 20時間20時間前 
国立競技場。いま手持ち資金が501億。工費が2520億。残りは国民に負担させればいい
と言うどんぶり勘定。一方では社会保障費はチビチビとカットし劣化させていく、言

い訳は「財政難」。こんなメチャクチャなことはない（荻原さん） #dmcrtv

War Is Overさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 23時間23時間前 
武力で解決したくてしょうがない

言葉では負けるからケンカしたい

暴力で押さえつけて勝ったつもり

先生によく怒られてたねこんな子

cmk2wlさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 7月10日 
2015/7/10 午後、東京、一週間振りに高湿度から開放！湿度57%まで低下。ただ23
時80%
都内、通勤経路はジブリの世界に迷い込んだよう…恐るべきスピードで進む「緑化」
。大半の建物の付け根に苔が。水溜りは粘度があるように消えない 
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/619511802037010432/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
GuciYama @GuciYama · 7月10日 
熱中症と”熱中症と見られる症状”の違い

War Is Overさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 7月8日 
通り魔が来たら戦う人いますか？

みんな当たり前に逃げませんか？

なぜ子供は逃げてはダメなのか？

なぜ子供にいじめと戦えと言う？

War Is Overさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 7月7日 
日本の原発54基全部止まって久しい
電気代はほぼ変わらない節電もない

電力会社会社はボーナスまで出てる

もう知ってるよ…電気足りてるって

http://jp.sputniknews.com/incidents/20150708/549901.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/619894126142582784/photo/1
http://www.mynewsjapan.com/reports/1951
https://twitter.com/fujimiiru/status/619865402399559682/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/60e4605ef18f16a6083762abe5ab9eee
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/619511802037010432/photo/1


War Is Overさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月5日 
2013年8月11日
１）奇形の増加→〔風疹〕のせいにする！（？風疹に感染させる？）→堕胎させる

２）心筋梗塞の増加→〔熱中症〕のせいにする！（子供もなっているのに！）

３）被爆症状の増加→〔手足口病〕のせいにする！

amaちゃんださんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 7月5日 
コーラに含まれている「カラメル色素」には発がん性物質M-４Iという物質が含まれて
いる。アメリカのコーラと比べると、日本のコーラに含まれている発がん性物質（M－
４I）は、18倍。 

War Is Overさんがリツイート 
けばちょる @Kanzaki_kebab · 7月2日 
熱中症で入院すると４５１００円掛るからおとなしく冷房を付けた方がいいよ #有益な
事を呟こう

War Is Overさんがリツイート 
部下 @guchirubuka · 12月8日 
昔は「女性が働かなくても生活が成り立っていた」だけで、今は「女性も働かなけれ

ば生活の維持が難しい」というのが問題なのに、いつの間にか「女性は出産・育児の

負担を抱えた上に働きたくて仕方ない」みたいに話すり替えられてるの恐ろしいよな

。

https://www.youtube.com/watch?v=zceeygkc99M
BABUL MORAA - Alisha Chinai feat M Chinai. Music by Ravi Bal. Official Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=GHcN8Ve-fgM
水の中の雲 「やなぎなぎ」

War Is Overさんがリツイート 
June (Junna) @myremin · 7時間7時間前 
「100万人で国会を包囲しよう」とは言っても、「預金が戦争に投資されるから100万
人で預金引き出そう」とは絶対に言わない。

この板の上にうまく乗せられるんだな。 
https://twitter.com/myremin/status/619906224675360768/photo/1

…なにげにコレが面白い…ｗｗｗ
https://twitter.com/hashtag/%E6%96%B0%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA?
src=hash
#新国立競技場クソコラグランプリ
　

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月12日23:52

War Is Overさんがリツイート 
中島晴矢 a.k.a DOPE MEN @haruya02 · 7月10日 
新国立競技場問題はこの国の体制の戦前からの不変を示唆する。日中戦争で中止となった1940年
の幻の東京オリンピックの直後、1943年にあの場所で学徒出陣壮行会が開かれていることを思い
出して欲しい。

《新国立練兵場》(中島晴矢,2014) 

https://twitter.com/haruya02/status/619380906675974145/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=zceeygkc99M
https://www.youtube.com/watch?v=GHcN8Ve-fgM
https://twitter.com/myremin/status/619906224675360768/photo/1
https://twitter.com/hashtag/%E6%96%B0%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA?src=hash
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月13日）　バイトは中番。洗髪しなくちゃなので、時間は早めに進行中…

http://85358.diarynote.jp/201507130545299086/

伊方原発、震度５…ッ？（；‾Д‾）
2015年7月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

写真は関係ないです。(^_^;)

札幌は「線量上がって」

０.０４３μ。(-"-;)

気温２４℃。(-_-#)

蒸し暑い…(-"-;)

和ぬ05:55。
まだ寝る…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507130836578973/

【西日本、終了】。津波が押しよせたら伊方原発は福島原発と

同じ。

http://85358.diarynote.jp/201507130545299086/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150713/85358_201507130545299086_1.jpg
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http://85358.diarynote.jp/201507130836578973/


この付近の大きなMの地震は、南海トラフ地震のトリガーになる
。

2015年7月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4
最遊記　OP　FOR REAL 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月13日 04:54】
日本海側北部では、１３日夜のはじめ頃から１４日明け方にかけて土砂災害や河川の

はん濫に警戒が必要です。日本海側と太平洋側西部では、１４日昼前にかけて低い土

地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意してください。

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
【最遊記・外伝】 最/後/の/歌 （MAD） 

あらためまして、おはようございます。

０７：４８。

札幌は２６℃？ですが、凄まじい湿気です。

★（〜〜；）★

昨夜の異様な睡魔と激倦怠感は、熱中症のせいじゃなくて、

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507130836578973/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150713/85358_201507130836578973_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150713/85358_201507130836578973_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150713/85358_201507130836578973_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA


「地震体感」だったんだな〜…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
さっきの九州の大きな地震の約2分ぐらい前に、なぜか突然、目がさめたんだけど、何
でだろう。不思議だなぁ。

…（－－；）…

まぁ、今朝の気象条件からすると、洗濯はしなくて正解でした。

ゼッタイ乾かない。（＾＾＃）

てか、カビ臭くなること必至…☆

バイトは中番。洗髪しなくちゃなので、時間は早めに進行中…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507131447219209/

札幌０.０４５μ。(∋_∈)
2015年7月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

岩見沢は０.０５μを突破。

(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201507131447219209/
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当然、私の機嫌は最悪。

(`ヘ´)

（そしてオヤシラズ激痛…(ToT)　）

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 17時間17時間前 
7時現在、大雨のため、熊本県（天草市西部）に土砂災害警戒情報が発表されています
。

【土砂災害警戒情報】

熊本県：天草市西部 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/620353282473508864/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日15:26
不安神経症が再発。(T_T)
 

https://twitter.com/rescuenow_net/status/620353282473508864/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI
http://85358.diarynote.jp/
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（７月13日）　死ね死ね死ね死ね死ね死ね！　おとといあたりに心臓麻痺で死んでお
けたらよかった…

http://85358.diarynote.jp/201507132015425067/

ぷち厄日。(-_-#)
2015年7月13日 就職・転職 コメント (5)

まぁとにかく帰ります…

https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw
【最遊記外伝】花篝り
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2015年7月13日20:58
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おとといあたりに心臓麻痺で死んでおけたらよかった…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日22:15
色々絶望的状況。(-_-#)
死ね死ね死ね死ね死ね死ね！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:38
 
すいか@su___ika
 
インターンの説明会で配られた冊子に「身だしなみ」の項目があって、もちろん女子は化粧が

マナーとかヒールのある靴とか書いてあるんですけど、私の近くにいた女子たちがそれ見て「す

っぴんが失礼とかそれこそ失礼じゃない？」「何で女子だけ爪先立ちで仕事しなきゃならんの」

と憤っていた。

 
すいか @su___ika · 7月12日
 
化粧の時間分、ヒールで歩みが遅くなる時間分、早く起きなきゃいけないのとかね。好きでそう

いう格好する日にゃ楽しいけど、そうしなきゃいけない日にはうんざりするよねほんと……。ヒ
ールで駆け回るとか無理よ私どうするんだろ、ってぼんやり考えてたけどやっぱ無理だよねとTL
見て再確認。あー。

 

すいか @su___ika · 7月12日
 
ヒールも化粧もなくてOKなら快適だな。もちろん好きな時に好きなように装備してよいし、しな
くてもよいっていうの。今の大学生活まさにそんな感じ、気の向いた時だけ装備は楽しい。でも

、ちゃんとしなきゃって日に装備するのは楽しくない、うんざりする。「ちゃんと」にヒールや

化粧が入ってるのが。

 
すいか @su___ika · 7月12日
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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私生活でもヒールある靴そんな履かないしな…… 履いて6cmとか……。でもそれは自分でデザイ
ンが好きで選んでいるし、痛くならないのをとことん探してるからよい。可愛いなーと思っても

甲があいてたりして自分が歩けないのは選ばない。でもスーツ用だと歩けない形のが一番無難と

されてたりしてね！

 

すいか @su___ika · 7月12日
 
うーん、今まさにスーツ用の靴で悩んでいたので個人的にタイムリーな話題。入学にあわせて買

ったパンプスはさー、入学式その日にこけるわ靴擦れするわでダメでさー。階段のぼってたら脱

げたりしてもう涙目よ。そんで今新しいの探してるけど、ヒール無しでOKってなったらめちゃ
くちゃ嬉しいわ……。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:40

War Is Overさんがリツイート
すいか @su___ika · 7月12日
 
でもこうやってみんなで言い合って少しでも変えていけるのはよいなぁと思う。よく「社会に出

たらもっと理不尽なことはいっぱいある」と押さえつけられるけれど、理不尽だって分かってる

なら変えていけばよくない？ そんな簡単に変わらないだろうし私は甘いかもだけど、我慢するよ
りよくない？

War Is Overさんがリツイート 
すいか @su___ika · 7月12日
 
そう！！ ほんとそう！！！ 私、ヒール履いて出かける時にいつも思う、もし今日災害が起こった
り何かに追いかけられたりして、長距離を歩いたり走ったりしなきゃいけなくなったら、私はこ

の靴で生き延びられるだろうか……とか。もしもだけど起こりうるって！ ちょっと覚悟しながら
家を出るよね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年7月14日9:42

War Is Overさんがリツイート 
iano @ianoianoianoo · 8時間8時間前
　 
本当に憲法無視の戦争法案が強行採決されてしまう。これ、とても恐ろしい事なんだけれど、周

りの無関心っぷりのほうに私はドン引きする。ま、周りの無関心な人たちは私の関心の高さにド

ン引きしているみたいだが。どちらが異常か正常かなんて話すのも面倒臭いぐらいに日本の将来

はヤバいなと思っている

 



（７月⒕日）　バイト遅番。２１時アップ。明日から２連休。貧乏は平気なんだけど。
歯痛とイジメと、「嘘をつく人ほど褒められる」世界の仕組みが、嫌だよ…★

http://85358.diarynote.jp/201507132253276234/

「どうせダメなら…★」(∋_∈)
2015年7月13日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (17)
　

…親知らずの激痛の麻酔代わりに…
…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=IXTfybOzrEc
Saiyuki Gaiden AMV 

とか思ったんですけど。

血行が良くなってしまって。

…みごとに【逆効果】…

…ｗ（＞◆＜ｐ）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg
saiyuki - fukisusabu kaze no naka de (WAG)

https://www.youtube.com/watch?v=8PHnw_u5DBc
[AMV] Son Gokû & Genjyo Sanzô/Konzen Dôji「 Calling 」    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:14

http://85358.diarynote.jp/201507132253276234/
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とにかく痛い。

全身が痙攣してるくらい、痛い…

！（＞＜ｐ）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:14
左の上のオヤシラズまで生えてきた〜ッ！！！！！！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:22
　

左の腓腹筋を斬り取って捨てたい感じ…
（＞＜ｐ）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:46
　

揺れてるのは酔っぱらってる私で、

地震ではない…

たぶん。（＾□＾；）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:47
　

ところでテンポウ元帥とコンゼン。

どっちが「私」に似てる…？

（どっちもものすごい親近感をおぼえるんですが…ｗｗｗ）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:48
　

ひと缶あっという間になくなった…ｗ

酒もって来〜い…ッ☆

（明日もバイト…ｗ）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:48
　

０５１６

８８８．（＾＾；）

酔っ払いで〜す…ッｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日0:10
　

むしろナタク似？（＾＾；）

悟空には似てないのだけは確かだ…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日0:49
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前
 
自分を伸ばすためには先ず運命に身を任せることが大切だ。岩の割れ目で芽をだしたら、割れ目
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を自分の住家にして、そこで楽しんで生きる工夫をするんだ。それでこそ、本当に自分を伸ばす

ことができるんだ。 運命を喜ぶものだけが正しく伸びる。
「岩割の松」次郎物語/下村湖人

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日0:49
貧乏は平気なんだけど。（＾＾；）

歯痛とイジメと、

「嘘をつく人ほど褒められる」世界の仕組みが、嫌だよ…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日1:06

War Is Overさんがリツイート 
春が野@はぴあわB02 @harugano · 10時間10時間前
 
この流れはまた言わねばなるまい

暑さで脱水気味だったところ（無自覚）にレッドブル半分とカフェオレ一杯飲んだら急性カフェ

イン中毒で救急車胃洗浄点滴フルコース諸々一泊入院で5万円飛んだわたしが通りますよっと

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:12

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 5月24日 
　

神経質という言葉も大体みなが気にしていないことを少数の誰かが気にしているときに批判する

場合にしか使われない言葉だからね。気にすることが批判の理由ではなく少数であることが批判

の理由なんだよ。同化か排除の二択しか存在しない日本社会における非情な掟の象徴みたいな言

葉だ。

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

2015年7月14日9:13

AKIRA 2024さんがリツイート 
lazarus @lazarus312 · 16時間16時間前 
ごん、お前だったのか。ベトナム産のシールが貼られた冷凍アジフライを買ってきてよく見たら

アジ（国産）の表記を見つけたのは。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:18
　

…サイユーキ、読み返したくなってきた…

…（＾＾；）…

バイト遅番。２１時アップ。明日から２連休。

徒歩５分のブクオフは、２２時までだっけ…？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:18
　

amaちゃんだ @tokaiamada · 20 分20 分前
 
「繁栄」という社会があるとするなら、それを担保する本質は、カネでもなければ技術力でも

なく、思想でも宗教でも優れた政治指導者でもない

それは「人口」なのだ

人がいて、対話があり、相互に刺激し、生きる意欲が再生産される人口のある社会こそ「繁栄」

の本質である

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年7月14日9:19
　

amaちゃんだ @tokaiamada · 31分31分前
 
東海アマの見通しは、すでに繰り返し書いてきたとおり

社会は子ども達の未来を保全しようとする人たちと、目先の金儲けに奔走するだけの拝金ゾンビ

に明確に分裂する

子ども達を守る人は自分の命も守る

金儲けにしか興味のない利己主義者は、二度と取り返しの付かない愚行を繰り返し死滅してゆく

 
 



（７月13日）　胃痙攣、強迫（不安）神経症、「早く死にたい病」再発なう。…（
－－；）…

http://85358.diarynote.jp/201507132356104962/

（作業中）　福島第一、ストロンチウム９０、トリチウム、セシ

ウム濃度、どんどん上昇している。

2015年7月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
Don’t Look Back Again 

胃痙攣、

強迫（不安）神経症、

「早く死にたい病」

再発なう。…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】 

火山たん @volcano_tan · 1分1分前 
火山由来の大気中の微粒子は、太陽光を遮るだけでなく上空のオゾン層と反応して破

壊する働きもしてしまうんだよ。二酸化硫黄が関わっているとも火山灰の表面で塩素

とかが反応を起こすためとも言われているね。実際、1991年のピナツボ山の大噴火の
後にはオゾンの濃度が大きく下がったらしいんだよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox · 40 分40 分前 
福島第一の各所で、ストロンチウム９０、トリチウム、セシウムなどの濃度が、どん

どん上昇している｜http://mekenekotama.blog38.fc2.com/ 

火山たん @volcano_tan · 1時間1時間前 
噴火によって大気中に舞い上がった微粒子が気候変動を起こす仕組みについてだけど

、普通は微粒子が太陽光を直接遮るからだと考えられているんだよ。けど別の説では

、微粒子が中心となって水分が凝固し、世界中で雲が出来やすくなるからって言われ

ているんだよ。噴火で雲が出来るなんて面白いよね。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月13日 21:59】
日本海側北部では、１４日明け方にかけて河川のはん濫に警戒してください。また、

北海道地方では、引き続き１４日昼前にかけて大雨による低い土地の浸水や土砂災害

にも注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
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【宗谷地方 警報情報 2015年07月13日 21:22】
宗谷地方では、１４日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［宗谷北部］洪水

火山たん @volcano_tan · 3時間3時間前 
地球全体でもめったに起きない、VEI5や6以上の噴火のことをウルトラプリニー式噴火
というんだよ。噴煙柱の高さが20〜30kmに達することもある大規模な噴火だから、火
山灰や微粒子で太陽光が減少して気候に影響を与えることもあるんだよ。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【沖縄地方 気象情報 2015年07月13日 16:21】
強い台風第１１号は、日本の南の海上を１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んで

います。台風は、発達しながら北に進み、大東島地方では１４日夜から北東の風が強

く吹く見込みです。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 10時間10時間前 
そして、3時45分を最後に、もう10時間も地震がない。

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[記事] 太陽風の速度は650km/秒に上がっています。磁気圏も活動的な状態です。
http://swnews.jp #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【すでに猛暑日の所も 熱中症に十分注意】（続き）
このあと気温はさらに上がる見込みで、日中の予想最高気温は、山形市や福島市、前

橋市、埼玉県熊谷市、金沢市で３６度、宇都宮市や京都市で３５度、大阪市や高松市

で３４度、東京の都心で３３度などと、各地で厳しい暑さになる見込みです。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【九州・四国 非常に激しい雨】
九州や四国では、局地的に非常に激しい雨が降っています。

九州や四国ではきょう昼ごろにかけて非常に激しい雨が降るおそれがあり、気象庁は

土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。

http://nerv.link/FcFaG2

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【福島県 潮位情報 2015年07月13日 11:21】
福島県の沿岸では７月１４日から７月２０日にかけて満潮の時間帯を中心に潮位が高

くなるため、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 13時間13時間前 
13日10時20分現在、以下の地域で猛暑日の基準となる35℃を超えています。
■日最高気温

新潟県　湯沢　35.7℃
新潟県　糸魚川35.6℃)
新潟県　中条　35.5℃
石川県　金沢　35.5℃
富山県　魚津　35℃
新潟県　柏崎　35℃
富山県　伏木　35℃

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 13時間13時間前 
13日10:20、西経域からきた熱帯低気圧がミッドウェー諸島近海で台風12号になりま
した。（気象庁発表）

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 13時間13時間前 

http://swnews.jp/
http://nerv.link/FcFaG2


13日09:00現在、台風9号は温帯低気圧に変わりました。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/620353282473508864/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=IGmzfECQ25c
Saiyuki Gunlock - Shiro no jumon (Doa) [full] 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5時間5時間前 
食後のフルーツは、信州産赤プラムとお約束の八ヶ岳高原ヨーグルト。山賊焼きも含

めて、午前中に軽井沢バイパスのツルヤで買って上がってきた。

…懐かしいなぁ…ツルヤ。
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E3%83%84%E3%83%AB%E3%83%A4&lr=lang_ja&gws_rd=ssl

https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
最遊記外伝〜Ta-lila〜僕を見つけて〜
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（７月⒕日）　バイト遅番なので、も少し寝ます♪

http://85358.diarynote.jp/201507140030134413/

髪が束になって抜けました／福島第一スクラム警報発生／福島県

のホームページに１号機・２号機・３号機 「溶融」って書いてあ
んのよ？／ストロンチウム９０、トリチウム、セシウム濃度、ど

んどん上昇している。

2015年7月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

 
（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
Don’t Look Back Again 

胃痙攣、

強迫（不安）神経症、

「早く死にたい病」

再発なう。…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox · 40 分40 分前 
福島第一の各所で、ストロンチウム９０、トリチウム、セシウムなどの濃度が、どん

どん上昇している｜http://mekenekotama.blog38.fc2.com/ 

War Is Overさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 40分40分前 
NHKは新国立競技場よりもっと高い本社を作る。みなさんの視聴料のお蔭です。これ
からも偏向報道に努め、皆様に不安なことは知らさないで安心をお伝えします、 

kenji @buick54aki · 2 時間2 時間前 
目黒区三田ハウスダスト　測定7時間
表示セシウム合算76.7Bq/Kg 重量90g　補正値　273Bq/Kg
あまりにも明瞭なフクイチ放射能汚染　ここは住めません

http://twitter.com/tokaiama/status/535872598546989056/photo/1pic.twitter.com/O9qVx9lAEj
https://twitter.com/buick54aki/status/620584323041722368/photo/1

neko-aii @neko_aii · 2 時間2 時間前 
東京都の放射能汚染、チェルノブイリ高汚染区域と同レベル(まとめ）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/72d757692ffd30a14a4d1edb5abc7c1a …
都内在住者の爪をドイツの検査機関に依頼して分析

患者の爪1kgあたり0.01mgという高濃度のウラン検出
ウランの体内値が高い人が続出

（2011年10月16日）

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
髪が「束になって」抜けました

両足の「人差し指の爪」が、２つとも根元から

そっくり外れかかっていて触ったら、外れました

身体がいうことをききません。話をするのも『しんどい』状態

みなさま、こんな風に、なりたいですか？

（ぬまゆのブログ）より

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
今日、起こってる地震の位置関係

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620582268705206272/photo/1
南海トラフ巨大地震は「突然には起こらない」と言われてる。南海トラフ震源の「

http://85358.diarynote.jp/201507140030134413/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507140030134413/
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https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/
http://twitter.com/tokaiama/status/535872598546989056/photo/1pic.twitter.com/O9qVx9lAEj
https://twitter.com/buick54aki/status/620584323041722368/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/72d757692ffd30a14a4d1edb5abc7c1a
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620582268705206272/photo/1


プレート境界」ではなく、フィリピン海プレートが陸側へ潜り込んでる、今日のよう

な（大分県：震度５強）などが増えたら、要警戒。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
今日、九州から西日本で地震が多いけど

これが原因ですね。「7月10日：マグニチュード7.0の巨大地震」
この影響だね。さっきも大阪で２連発あったけど、これも太平洋プレートに押され、

フィリピン海プレートが活発化してるのが原因。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/619743429048676352/photo/1
T. HIRANO@TOHRU_HIRANO 7月10日
ソロモン諸島近海（マグニチュード7.0：深さ10km。気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150710134045394-101313.html …）の巨大地震と、
日本の位置関係。同じ太平洋プレート付近。ここでMの大きな地震は日本にも影響あり
かな。今までの例だと。

火山たん @volcano_tan · 3時間3時間前 
地球全体でもめったに起きない、VEI5や6以上の噴火のことをウルトラプリニー式噴火
というんだよ。噴煙柱の高さが20〜30kmに達することもある大規模な噴火だから、火
山灰や微粒子で太陽光が減少して気候に影響を与えることもあるんだよ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
この「二酸化硫黄」＝火山ガス

これは気をつけた方が良いですね。健康被害を起こします。特に「気管支」が弱い人

。もしも大量に噴出した場合、火山ガスは死亡するほどの危険物質。神奈川付近に住

んでる人の中に「今日も臭い」と、言ってますから。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 5時間5時間前 
東電日報：7月13日、6号機原子炉保護系のＭＧ－ＳＥＴ*（Ａ）が自動停止するとと
もに、「原子炉Ａ系自動スクラム」警報が発生。

ええ〜！！！　

点検中、安全装置の誤操作でスクラム。幸い、燃料は抜いてあったから良かったも

のの、ミスが重なればメルトダウンもあるって事だ＞＜

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
箱根：宮城野・二酸化硫黄

（火山ガス：タマゴの腐敗臭に似てる。平常時は0.007 ppm程度：有害物質）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620522420705738752/photo/1
12日15時ぐらいから上昇し、一時は環境基準値を超え、依然、高い状態。　噴火後、
ここまで数値が高めの状態が続くのは初めてのこと 

mogi @mogimog · 6時間6時間前 
日テレのニュースを見てる。フクイチ内に出来た食堂の話なんだけど、先月のオープ

ンまで、廃炉の作業員は弁当を床で食べてたのか。お国はいったい何をしてるんでし

ょうか。

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 7時間7時間前 
メルトダウンした燃料が、コントロールされないまま水が豊富な地中にめり込んでい

るんだから、臨界していない方がおかしいでしょ。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
yellow rain
http://inventsolitude.sblo.jp/article/151863637.html …
①　ソビエトもベラルーシの人たちに「黄色いのは花粉が混じっているんですよ。大

丈夫ですよ」と言うてたんですね。チェルノブイリの黄色い雨の成分はヨウ素131、セ
シウム137、ストロンチウム90とプルトニウム239。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
07月13日15時08分

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/619743429048676352/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150710134045394-101313.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620522420705738752/photo/1
http://inventsolitude.sblo.jp/article/151863637.html


窓際の日当りの良い場所の温度計（44.8度）
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cmk2wl @cmk2wl · 9 時間9 時間前 
南足柄市 南足柄市生駒 で非メタン炭化水素(NMHC)の値が高い 3.05ppmC
全炭化水素(THC) 4.80ppmCで、非メタンの占める割合が高い。 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 10時間10時間前 
そして、3時45分を最後に、もう10時間も地震がない。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
2015年07月13日 12時45分
震源地：駿河湾南方沖

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620443222226014209/photo/1
マグニチュード3.4　深さ270km　フィリピン海プレート境界部（深さ270km）の深発
地震。

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[記事] 太陽風の速度は650km/秒に上がっています。磁気圏も活動的な状態です。
http://swnews.jp #swnews

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
犬吠埼 7/13 13:25 雲の向こうに青空が見える。ということは、紫色なのは、雲と近く
の大気なのではないか？この色を発色させている原因は何か？ 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/620449865101783040/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【すでに猛暑日の所も 熱中症に十分注意】（続き）
このあと気温はさらに上がる見込みで、日中の予想最高気温は、山形市や福島市、前

橋市、埼玉県熊谷市、金沢市で３６度、宇都宮市や京都市で３５度、大阪市や高松市

で３４度、東京の都心で３３度などと、各地で厳しい暑さになる見込みです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Aki♡Everlasting Love @Aki_HydeRock · 12時間12時間前 
もう東京はAKIRAみたいになるんだろうよ
早く逃げた方がいいよ

って思ったらあらやだホントに？

な、まとめが。。

http://matome.naver.jp/m/odai/2138061995233274601 …

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 13時間13時間前 
13日10時20分現在、以下の地域で猛暑日の基準となる35℃を超えています。
■日最高気温

新潟県　湯沢　35.7℃
新潟県　糸魚川35.6℃)
新潟県　中条　35.5℃
石川県　金沢　35.5℃
富山県　魚津　35℃
新潟県　柏崎　35℃
富山県　伏木　35℃

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
犬吠埼 7／13 10:30 今日も紫色。特に空。人が歩いている。観光地なのか。今更だが、
大丈夫か。

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/620412871801856000/photo/1

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 13時間13時間前 
13日10:20、西経域からきた熱帯低気圧がミッドウェー諸島近海で台風12号になりま

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620443222226014209/photo/1
http://swnews.jp/
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/620449865101783040/photo/1
http://matome.naver.jp/m/odai/2138061995233274601
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/620412871801856000/photo/1


した。（気象庁発表）

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 13時間13時間前 
13日09:00現在、台風9号は温帯低気圧に変わりました。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/620353282473508864/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
ハリケーンが台風になった？台風第12号 (ハロラ)発生
なんと 180度線を超えて来た。
ハリケーン・・・太平洋（赤道より北で、東経180度より東）
台風・・・東アジア周辺の太平洋（赤道より北で、東経180度より西） 
https://twitter.com/cmk2wl/status/620417043062374403/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 15時間15時間前 
2月24日: 福１原発排気筒、耐用基準超え！？倒壊の恐れも！25シーベルトの超高線量
検出！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5665.html … … …防護服を着てても命に影
響出る程の汚染。まともな工事出来ず放置状態 
皆さん、これが現実です

https://twitter.com/sinwanohate/status/570201565291683840/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：07/12 13:43
福島では小児甲状腺ガンの患者数が900人に…小児関係の甲状腺ガンは、福島原発事故
が起こる前までは「100万人に一人」と言われていたが、現状で心配されているのは、
33万人に900人だから100万人に換算すると2700人というものすごい数になる

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
使用済核燃料の保管量

高浜原発 1180t　
（福井原発銀座) 3550t　
島根原発 390t　
伊方原発 590t　
玄海原発 830t　
川内原発 870t

AKIRA 2024さんがリツイート 
平井 有太 @soilscreening · 7月9日 
この最中、福島市放射線健康管理課から、「放射線個人線量計（ガラスバッジ）希望

申込書」が届きました。

普通ではまずありえない、改めて、福島市民である自分を強く実感。 
https://twitter.com/soilscreening/status/618941610580054016/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 7月8日 
ホントに狂っちゃったのね。

それとも、炉心溶融してることマダ信じらんない？

福島県のホームページに１号機・２号機・３号機 「溶融」って書いてあんのよ？
福島県ホームページ

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025c/genan10.html …

https://www.youtube.com/watch?v=IGmzfECQ25c
Saiyuki Gunlock - Shiro no jumon (Doa) [full] 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5時間5時間前 
食後のフルーツは、信州産赤プラムとお約束の八ヶ岳高原ヨーグルト。山賊焼きも含

めて、午前中に軽井沢バイパスのツルヤで買って上がってきた。

https://twitter.com/rescuenow_net/status/620353282473508864/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/620417043062374403/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5665.html
https://twitter.com/sinwanohate/status/570201565291683840/photo/1
https://twitter.com/soilscreening/status/618941610580054016/photo/1
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025c/genan10.html
https://www.youtube.com/watch?v=IGmzfECQ25c


…懐かしいなぁ…ツルヤ。
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E3%83%84%E3%83%AB%E3%83%A4&lr=lang_ja&gws_rd=ssl

https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
最遊記外伝〜Ta-lila〜僕を見つけて〜

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：07/13 19:16
人口関係のデータは、とくに官公庁に関わりがあるところ＝信頼できるデータのある

とこには、事実上の検閲なしにはたとえ学会発表でも公表しないよう「お上」から「

要請」がくるんですわ、2011年6月から。予算を盾に、自粛要請がね、自粛です。

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 5時間5時間前 
@tokaiamada 思い込んでいる人に何を言っても無駄。減速材、水、熱中性子、核分
裂で ググって、自分の脳みそを使って、考えること。しかし、脳みそのないネトウヨ
には無理。脳自体がないんだから。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 7月4日 
For reference - cesium flame color is purple/pink

https://www.youtube.com/watch?v=qWsdJjwMDlo
AMV saiyuki gaiden 

War Is Overさんがリツイート 
mayumi @m_a_yu_ · 3時間3時間前 
アホ・・熱中症ね成人でも急激な暑さでなるから気をつけてねとか・・海外に行って

寒い所から熱い国へ行ってそんなに熱中症になるか・・３１１前にも東京の暑さは今

位あったよ・・でもこんなに熱中症になる人はいなかったよ・・電車での急病人だっ

ていなかった・・静かに殺されてるって気づけ。

２ちゃん原発情報さんがリツイート 
ひで〜よﾆｬﾝ @purihidenyan · 14時間14時間前 
ひで〜よﾆｬﾝさんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
糖尿病？腎臓が悪い？先日透析開始のために入院された方が、全身こんな感じでし

たよ。 
２ちゃん原発情報

2 @ch_NPP_info 名無し：07/10 08:19
自分は横浜在住（緑区）なんだけど、この所、この人の写真と全く同じ症状があるん

だよね。

突然、皮膚から血が噴き出して来る。病院に行っても、原因不明…

参照

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E6%9D%91JCO%E8%87%A8%E7%95%8C%E4%BA%8B%E6%95%85
東海村JCO臨界事故 

https://www.youtube.com/watch?v=z98oGeGsBrA
Saiyuki Gaiden - Murder

War Is Overさんがリツイート 
パレスチナ情報共同デスク.JP @palinfo_jp · 7月11日 
イスラエルによる #ガザ 攻撃2014

殺害された人 2,251
負傷者 11,231
殺害された子供 551

https://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F %E3%83%84%E3%83%AB%E3%83%A4&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
https://www.youtube.com/watch?v=qWsdJjwMDlo
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E6%9D%91JCO%E8%87%A8%E7%95%8C%E4%BA%8B%E6%95%85
https://www.youtube.com/watch?v=z98oGeGsBrA


障害が残った子供 1,000＋
破壊された家 18,000
家を失った人 100,000

via @theIMEU

https://www.youtube.com/watch?v=FugJlj7OPQA
Goku- Until The Day I Die
 
        　
 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日1:22
０

５６１

９００．

歯が痛すぎて晩ご飯たべてないけど、

（ＴＴ；）　寝ます…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日7:34
おかげさまで短時間ですが熟睡できましたo(^-^)o

バイト遅番なので、

も少し寝ます♪　（暑い！）
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（７月⒕日）　バイトは遅番。札幌は気温２８℃。

http://85358.diarynote.jp/201507140934046401/

「誰の子どもも殺させない」／「体調不良の人はとにかく急いで

脱出を！」

2015年7月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
子ども達を放射能地獄から疎開移住させよ！

これが人間として唯一の正義である！

タイトルが気に入ったのでもう一回♪

https://www.youtube.com/watch?v=FugJlj7OPQA
Goku- Until The Day I Die

あらためまして、おはようございます。０８：４８です。

バイトは遅番。札幌は気温２８℃。

晴れてるけど、雲が多くて、

しかし日射が異常に強くて、

暑いけど強風が吹いていて、

蒸し暑いけど、

湿度は高くない…

わけがわからない気象条件です。

（－－；）

きのうオヤシラズ激痛で、缶ビール以外は腹に入れずに寝てしまったので、現在わたくし超空腹

で機嫌悪いですｗ

（つまり、食欲はある…）

まだ当分、死にませんねｗ

てことは、生きるしか、ないんですよね…★

http://85358.diarynote.jp/201507140934046401/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507140934046401/
https://www.youtube.com/watch?v=FugJlj7OPQA


…（〜〜；）…　

https://www.youtube.com/watch?v=o5vLqgEeVTA
Left outside alone - SanzoXGoku 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 8 分8 分前 
【熱中症に注意！】

8:20分現在、猛暑日の基準となる35℃に迫っている地域は以下の通りです
■日最高気温

群馬県　上里見34.8℃
新潟県　高田　34.3℃
富山県　伏木　34.3℃
富山県　泊　　34.2℃
富山県　魚津　33.9℃
石川県　金沢　33.7℃

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
１２日から強い太陽風が地球に接触中！世界中で強い地磁気の乱れを観測！電子機器

の障害や誘発災害の恐れ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7204.html …

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
濃霧警報解除されず。

カビの話が沢山入ってきてます。 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
全国各地で湿度が上昇しています。100パーセントを記録しているのは石巻、千葉、八
丈島、御前崎、室戸岬、宮崎、熊本等。それ以外の気象台、測候所でも高湿度です。

けっして台風接近と高気圧の外周に覆われているから高湿度なのではありません。気

象予報士はもっともらしい後講釈なだけです。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
１万ベクレル/kg超の放射性セシウムが沈殿しているダム、安心は心の問題、政府に不
信感(7/6 毎日新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5316.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=o5vLqgEeVTA
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7204.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5316.html


サイトには「殺し、殺されるために、この子を産んだのではない」というメッセージ

があふれている、という。

　「誰の子供も殺させない。これがママたちを結びつける一致点、どうしても ゆずる
ことのできない思いです」。発起人の西郷さんは「ママの会」設立の意味を語った。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
２０１２年に北海道で水揚げされらマダラから放射性セシウム　魚価下落　東電が今

年３月、道漁連、道内４５漁協に約１５億円、賠償金を支払い　/　スケトウダラ、コ
ウナゴでも東電、２年前、道漁連・漁協に約１２億円、支払い

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-6865.html#more …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【網走・北見・紋別地方 高温注意情報 2015年07月14日 05:07】
網走・北見・紋別地方では、１４日の日中は気温が３３度以上となるところがある

でしょう。熱中症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼網走　３０度

▼北見　３４度

▼紋別　３０度

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【群馬県 高温注意情報 2015年07月14日 05:03】
群馬県では、１４日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症

など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼前橋　　　３７度

▼みなかみ　３３度

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
濃厚汚染地帯では転出が増えると死亡が減る　体調不良の人はとにかく急いで脱出を

！

http://inventsolitude.sblo.jp/article/149669719.html …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
お、風が吹いてきた。涼しいを通り越して寒くなってきた。（うらやましいでしょ、

酷暑の中のみなさま）

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-6865.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/149669719.html


amaちゃんださんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 15時間15時間前 
福島県に大規模トマト工場　カゴメが全量買取 http://goo.gl/gFKQeZ 
年中栽培・出荷。年間６６０トン。増設も検討。電通も出資。

原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金。工場の社長は元東電執行役員

amaちゃんださんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 16時間16時間前 
長野原界隈、空間は0.06~0.14程度だけど、地面の濃そうな所は0.5台もあった。γ線だ

けなら0.1台だから、皆さん安心しているんだよね。

私はいま、札幌に居る。

「日本で一番大好きだった」長野や明野村には、二度と、戻らない…。

（戻れない…！）

https://www.youtube.com/watch?v=pmqW6NskPbs
Memories 

amaちゃんださんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi · 1時間1時間前 
ここまで調子に乗るなら、NHK受信料不払い運動ではすまない。NHK解体運動が
必要！ RT@1stepup『NHK 新社屋 3400億計画』！例の2520億円ですら国民8割以上
反対、頻出買っているのに。受信料は税金と変わらない、

https://twitter.com/1stepup/status/620522670308786177/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
公務員給与が今年も増加へ！人事院が月給＆ボーナス（期末・勤勉手当）引き上げ

勧告！民間の賃上げで！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7191.html …
昔から強制労働のタコ部屋では、ボーシンという中間管理職は驚くほどの高給だった

労働者を直接、暴力で支配する役目、今の役人達がそうだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 

http://goo.gl/gFKQeZ
https://www.youtube.com/watch?v=pmqW6NskPbs
https://twitter.com/1stepup/status/620522670308786177/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7191.html


「安倍首相のおかげか、平和憲法の大切さを「普通の人たちがごく普通に」表現し始

めてきた：きむらとも氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17835.html#readmore …

amaちゃんださんがリツイート 
Mas 860 @masjp · 6時間6時間前 
日本の無駄ベスト3
オスプレイ18機購入 3600億
NHK新社屋 3400億
オリンピックスタジアム 最終的に約3000億
あら、簡単に1兆。

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 19時間19時間前 
@tokaiamada 【安保法案】　強行採決が予想される１５日も１６日もNHKは国会中継
しない予定。これでは世論が動くはずもなく→　http://goo.gl/zv4ss5
　http://goo.gl/x3TUH5

安保 隆 @AmboTakashi · 21時間21時間前 
著作権侵害サイト遮断　政府が導入検討、海外経由に対応。メディア・コントロール

が効かない海外サイトからのフクイチ情報や健康被害情報等を「著作権」をタテに国

民の目に触れないようにするのが目的

　http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS09H6D_R10C15A7MM8000/ …

War Is Overさんがリツイート 
Kuroneko @satesate · 22時間22時間前 
急病人・・首都圏の連日の急病人、益々増加しているようだ。放射能の影響だと思

うが、これから暑くなると全部熱中症で片付けられちまうんだろうな、電車ん中は寒

いくらいなのにね。

amaちゃんださんがリツイート 
唯門居士 @yuimonkoji · 7月11日 
森喜朗「原発ゼロならオリンピック（東京開催）は返上だ！」

コレどうも国民に対する脅しらしいが、それじゃ、願ったり叶ったりじゃねぇかよ

https://www.youtube.com/watch?v=K7jKvvCT5xY

http://sun.ap.teacup.com/souun/17835.html#readmore
http://goo.gl/zv4ss5
http://goo.gl/x3TUH5
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS09H6D_R10C15A7MM8000/
https://www.youtube.com/watch?v=K7jKvvCT5xY


君ノ記憶で最遊記外伝 

なにげに今いちばん恐ろしい？震源…
||||（＠＠；）||||

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.8】GULF OF ADEN 10.0km 2015/07/14 01:52:28JST, 2015/07/13 16:52:28UTC
(G)http://j.mp/1K2AHXf (USGS)http://j.mp/1eXo6ac

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.8】GULF OF ADEN 10.0km 2015/07/14 01:51:07JST, 2015/07/13 16:51:07UTC
(G)http://j.mp/1K2xsPq (USGS)http://j.mp/1O1G3Qs

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.7】GULF OF ADEN 15.9km 2015/07/13 20:30:51JST, 2015/07/13 11:30:51UTC
(G)http://j.mp/1IUXG4Z (USGS)http://j.mp/1eVX4zU

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.0】GULF OF ADEN 15.9km 2015/07/13 20:14:04JST, 2015/07/13 11:14:04UTC
(G)http://j.mp/1IUWEpG (USGS)http://j.mp/1M1nxJp

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.7】GULF OF ADEN 15.2km 2015/07/13 20:12:58JST, 2015/07/13 11:12:58UTC
(G)http://j.mp/1eVTRjO (USGS)http://j.mp/1HYlHY9

…なんかすごく、「地震兵器」くさくありませんか…？？
||||（＠＠；）||||

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
【最遊記・外伝】 最/後/の/歌 （MAD）

       
 

http://j.mp/1K2AHXf
http://j.mp/1eXo6ac
http://j.mp/1K2xsPq
http://j.mp/1O1G3Qs
http://j.mp/1IUXG4Z
http://j.mp/1eVX4zU
http://j.mp/1IUWEpG
http://j.mp/1M1nxJp
http://j.mp/1eVTRjO
http://j.mp/1HYlHY9
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日11:25
暑いッ(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日15:55
飛び上がって絶叫して、

部屋中転げ回りたいくらい、

２本のオヤシラズと

２本の虫歯が、

まとめて激痛…
（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日16:20
…いくら何でも、
左上のオヤシラズは

フェイント過ぎるぞ〜…っ
(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日16:28
全身痙攣しそうに痛いけど、

眼は濁ってないし熱もないので

細菌感染とかではない。

(-.-;)

…下手に転職だの海外逃亡だの考えるなという、
「神様のブレーキ」現象かなあ…(ToT)
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（７月⒕日）　歯が痛すぎて胃が痙攣して、呼吸困難と心臓麻痺で死ねそう。

http://85358.diarynote.jp/201507142127564285/

7月14日の日記
2015年7月14日 日常 コメント (2)
　

 
歯が痛すぎて胃が痙攣して

吐き気と頭痛までする。

(ToT)
…おうちまで帰れない…
（＞＜。）。。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日21:36
マジで冷や汗だらだら。(ToT)
呼吸困難と心臓麻痺で死ねそう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日5:38
生きてます。(ToT)
痛い痛い…
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（７月15日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201507150834112505/

7月15日の日記
2015年7月15日 日常 コメント (4)

おはようございます。

０８：２８。

バイトは休み。

もはやオヤシラズだけでなく下顎骨全体が超激痛なうです…
（＞＜；）

そして、左上のオヤシラズまで生えてくるって…？

マジでリアルに巨人なエレンの歯並びになりそう…（－－；）…

どんだけ人外魔境な原獣なんだワタシ…

||||（〜〜；）||||
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日8:35
そもそも５１歳の誕生日も超えたのに、「まだ成長途上」って…

（－－；）

それ、地球の現生人類ぢゃないからッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日8:57
火山たん @volcano_tan · 12時間12時間前 
みんなは、気象庁の機動調査班って知っているかな？創設は2008年、自然災害が発生したら現地
に派遣されて実地調査を行い、すみやかに調査結果を報告する…こう書くと特殊訓練を受けた気
象庁の秘密部隊のように思えるけど、実際は昔から行われていた職員さんによる調査に名前を付

けただけなんだよ。

【立体】って…入れたくなるよね…？ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日9:22
食べれないから体温が低下してきた。

こりゃやばい。＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日9:33
…むしろ下顎の痛覚細胞が麻痺してきました…

うかつに銭湯出撃なんかしたら、途中で斃れるかしら…★
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（７月15日）

http://85358.diarynote.jp/201507150921378750/

（作業中）（気絶寸前なので仮。）　「生きろ！　生きて生きて

、生き抜いてやれ！」…ガイガーカウンター当ててから買うのを
考えたほうが良いでしょう。

2015年7月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

　

そぉいえば昨夜、歯が激痛すぎて気絶寸前で、ブクオフ寄るのを忘れた…★
　

https://www.youtube.com/watch?v=g2NniS-DnYs
【最遊記外伝MAD】君は宇宙 僕に月【繁中字幕】 

…せめてコンゼン様くらいでいいから、もっと毅くなりてぇ…
…（－－；）…☆

札幌は晴天無風。台風一過な「秋の空」！

室温２５℃。

…なぜこんな「遊びより」に、体調不良だワタシ…ッ
（ＴへＴ；）

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 12 分12 分前 
黒沢明監督の映画『夢』では、放射能に『色が付けてある』

「黄色いのはストロンチウム９０」

「紫色のはセシウム１３７」

海上濃霧警報はフクイチからの膨大な水蒸気が原因ではないか。

色の付いた霧。ストロンチウム、セシウムは水溶性。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2時間2時間前 
犬吠埼 7/15 07:15 紫色の正体は海からの霧ではないか？ 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/621081049456492544/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201507150921378750/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507150921378750/
https://www.youtube.com/watch?v=g2NniS-DnYs
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/621081049456492544/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
コロコロ @makixxx23 · 2時間2時間前

昨夜の喉の奥がスゥーとする感覚…。

ハッカとかを舐めた感じ？？

その後に、身体の痒みや心痛。

昨日は、ケム撒きもなく、綺麗な空だわ〜とあっちこっち自転車で移動したから、何

が原因か判らないわ…。

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 3時間3時間前 
「私は東京の汚染土はチェルノブイリで例えるとキエフ程度と思っていろいろ比較し

ていましたが、違うそうです。東京はまさしくチェルノブイリ級の汚染で、福島はそ

の桁一つ上の汚染であり、人類未体験レベルであると。」野呂美加

AKIRA 2024さんがリツイート 
wanikun @sougofollow_w · 3時間3時間前 
『モラルの低下？それとも、意識消失？』

⇒ http://amba.to/1M7DgHO (カイトのブログ)
寝ている人・倒れている人。

電車の座席１列を占領する勢い。 
https://twitter.com/sougofollow_w/status/621072390156521472/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 3時間3時間前 
2015/07/15　06：25
福島原発

今朝も白かった・・・ 
https://twitter.com/k2cyan/status/621068591190806528/photo/1

火山たん @volcano_tan · 15時間15時間前 
#暑さを吹き飛ばしそうな言葉をつぶやく

http://amba.to/1M7DgHO
https://twitter.com/sougofollow_w/status/621072390156521472/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/621068591190806528/photo/1


破局噴火

AKIRA 2024さんがリツイート 
7777 0209 @yk777 · 17時間17時間前 
@hunterkani @4_Sea_ トヨタ、レクサスのシートは全て東北産です。ハイブリッド
は2〜3倍白血病が増えます。死の車です。スバルも群馬産。ガイガーカウンター当て
てから買うのを考えたほうが良いでしょう。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【群馬と福島で３９度超 熱中症に警戒を】
きょうも北海道から中国・四国地方にかけての広い範囲で気温が上がり、群馬県と福

島県ではところによって３９度を超えるなど、各地で猛烈な暑さとなっていて、熱中

症に警戒が必要です。

http://nerv.link/iM5ZkL

宇宙天気ニュース @swnews · 20 時間20 時間前 
[記事] 太陽風の強まりにより、磁気圏の活動も高まりました。高速風は終わってい
ます。 http://swnews.jp #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【宮古島地方 潮位情報 2015年07月14日 11:22】
宮古島地方の沿岸では、潮位が平常に比べて高い状態が続いています。また、７月１

６日の新月の前後数日間は大潮の時期にあたるため、満潮の時間帯を中心に海岸付近

の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

火山たん @volcano_tan · 22時間22時間前 
阿蘇山みたいな巨大なカルデラを持つ火山は、普通に山を作ってる火山とは根本から

違うように思えるよね。実際、大規模な噴火を起こせるってのはそれだけ大量のマグ

マを貯めることが出来るって事なんだよ。例えば断層がマグマ溜まりを通過していて

地下で空間が出来やすくなっていたりね。

http://nerv.link/iM5ZkL
http://swnews.jp/


AKIRA 2024さんがリツイート 
ただの雑草 @next_door_a_mi · 22時間22時間前 
でも、

今起きていることは一体何なのだ。

色がつき始めたじゃないか…

AKIRA 2024さんがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 7月13日 
ほうしゃせいストロンチウムは、カルシウムと似たせいしつがあるので、カルシウム

くらいの割合で体内に吸収されるよ！いちど吸収されてしまうと骨などの無機質部分

に取り込まれるので、長い長い期間体内でβ線ひばくをすることになるよ！そういえば

、放射性ストロンチウムの話、最近聞かないね！

AKIRA 2024さんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 7月13日 
【フクシマ】

この図の通り来年あたりから凄い事になります。

そこで発揮するのが「秘密保護法」

このために異常なほど早く法律を急いだのです。

安倍に限らず、政府や東電など、み〜んな知ってますよ、これからやってくる悲

劇を。 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/620488655526690816/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=kiyNStcUUzE
【最遊記外伝MAD】 く/る/り/く/る/り 

火山たんさんがリツイート 
片岡龍峰 @ryuhokataoka · 14時間14時間前 
冥王星とマカロン 
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/620899618633723905/photo/1

https://twitter.com/kitahamamikiya/status/620488655526690816/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=kiyNStcUUzE
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/620899618633723905/photo/1


火山たんさんがリツイート 
香司 keiko @kyounokaori · 15時間15時間前 
お腹が減ってます…冥王星とマカロンかと思ったよ…。 RT @ryuhokataoka: 冥王星と
カロン http://apod.nasa.gov/apod/ap150714.html … 
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/620815144193429504/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=qzApByoaLxM
【最遊記外伝】infinity
       
 

コメント

ｉｍｍａ

2015年7月15日15:55
はじめまして。３ケ月くらい前から毎日読んでいます。体調１日も早くよくなるといいですね。

私はクリスチャンです。あなたのために祈ります。

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日19:03
…ぅわっ！（＠＠；）！

いま気がついた！

遅すぎレスですいません！

お気遣い、

ありがとうございましたッ！（＾＾；）！…☆
 

http://apod.nasa.gov/apod/ap150714.html
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/620815144193429504/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=qzApByoaLxM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月15日）　インフルで熱４０℃級の体調の悪さ…(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201507151600186590/

歯ぬ…(∋_∈)
2015年7月15日 日常 コメント (2)
断続的に気絶寸前の痛みがぶり返す拷問状態。（＞＜。）。。

食べられないので貧血。(ToT)

インフルで熱４０℃級の体調の悪さ…(∋_∈)

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日16:40
さっきカップ蕎麦をふやふやの離乳食状にして２４時間ぶりに食べて、

今は乾燥バナナチップスと天然酵母のライ麦パンと小豆の甘納豆のごった煮粥を炊いて冷めるの

を待ってるところです。

(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日16:42
普段の常備食がとにかくガシガシ噛む系ばっかりなので…
┐(’〜`；)┌

盲点だったな…σ(^◇^;)。。。
常備食リストを見直さないと…
(・ω・;)(;・ω・)
 

http://85358.diarynote.jp/201507151600186590/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201507151600186590/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150715/85358_201507151600186590_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月16日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201507160628305541/

【M4.6】石狩平野 深さ130.9km 2015/07/16 06:14:09

2015年7月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０６：１６です。

バイトは休み。

体調は…（〜〜；）…まだ…？

札幌は気温１５℃。無暖房で室温２２℃。

（おそらく「新生児育て中」の階下はすでに暖房を入れていますね…）

で…（－－；）…
なにこの地震…
（コピペしてるあいだに、どんどん増える…！）

地震マップ @eq_map · 31秒32秒前 � 北海道 苫小牧市 
【M4.6】石狩平野 深さ130.9km 2015/07/16 06:14:09
(G)http://j.mp/1DhIYPo (Y)http://j.mp/1MuO3ce (アニメ)http://j.mp/1MuO4gm

http://85358.diarynote.jp/201507160628305541/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150716/85358_201507160628305541_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150716/85358_201507160628305541_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150716/85358_201507160628305541_3.jpg
http://j.mp/1DhIYPo
http://j.mp/1MuO3ce
http://j.mp/1MuO4gm


地震マップ @eq_map · 58秒58秒前 
【最大震度1】(気象庁発表) 苫小牧沖 深さ約130km M4.0 16日06時14分頃発生 
(G)http://j.mp/1GmJcVd (気象庁)http://j.mp/1DhIRDu

地震マップ @eq_map · 6分6分前 
【M4.4】石狩平野 深さ130.8km 2015/07/16 06:14:09 [AQUA-REAL]
(G)http://j.mp/1DhIGbd (Y)http://j.mp/1gCyOnN

地震マップ @eq_map · 7分7分前 � 北海道 苫小牧市 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M3.8】胆振地方中東部 深さ120km 2015/07/16
06:14:10発生 最大予測震度2
(G)http://j.mp/1GmJ9ca (Y)http://j.mp/1DhIEjy

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ5.5km 2015/07/16 03:53:39 http://j.mp/1Ljl4cI

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.9】青森県西方沖 深さ25.4km 2015/07/16 02:28:11 http://j.mp/1f4bWfy

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】苫小牧南方沖 深さ87.7km 2015/07/16 00:55:07 http://j.mp/1SnfGG3

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.5】北海道南西沖 深さ13.5km 2015/07/16 00:46:25 http://j.mp/1L9TtMK

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.0】浦河南方沖 深さ48.6km 2015/07/15 21:50:32
(G)http://j.mp/1DgHHrI (アニメ)http://j.mp/1RyVVQF

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.9】青森県西方沖 深さ28.4km 2015/07/15 19:04:30 http://j.mp/1HLznkX

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 青森県 弘前市 
【M2.6】青森県西部 深さ10.7km 2015/07/15 17:10:52
(G)http://j.mp/1M59L8M (Y)http://j.mp/1L8SLPL

http://j.mp/1GmJcVd
http://j.mp/1DhIRDu
http://j.mp/1DhIGbd
http://j.mp/1gCyOnN
http://j.mp/1GmJ9ca
http://j.mp/1DhIEjy
http://j.mp/1Ljl4cI
http://j.mp/1f4bWfy
http://j.mp/1SnfGG3
http://j.mp/1L9TtMK
http://j.mp/1DgHHrI
http://j.mp/1RyVVQF
http://j.mp/1HLznkX
http://j.mp/1M59L8M
http://j.mp/1L8SLPL


…ぱねぇ…（＠＠；）||||

この状況下で体調不良で思考も行動も不可能なワタシって…

（この状況下「だから」なのかもしれないが…）

死ぬぞ？まじで…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507161831339731/

地震雲かな？(・_・;)
2015年7月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

 

札幌白石区から西北西。

18時30分。

http://85358.diarynote.jp/201507161831339731/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


（７月17日）　【平常成敗あす】…もとい…「平常性バイアス」という狂気にもとづ
いてバイトという捕食行動に逝ってきますので、

http://85358.diarynote.jp/201507170905563899/

徳島、愛媛、０．１２μ超。／因果関係を認めさ

えしなければできる簡単なお仕事です／作業員

は山側の貯水タンク付近にしかいないんじゃな

いのか。

2015年7月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
台風11号 7月16日 9:00予報
どうやら室戸岬上陸のようです。

台風で汚染物質が攪拌されます。中心も外側も要注意。

https://twitter.com/cmk2wl/status/621506028492828672/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201507170905563899/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507170905563899_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507170905563899_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507170905563899_3.jpg
https://twitter.com/cmk2wl/status/621506028492828672/photo/1


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 58分58分前 
「噴火予知連に報告する」という手続きのために情報共有がいまどれほど遅延してい

ることか。情報共有の遅延は、火山噴火危機の場合は、すなわち死を意味する。

カマタ @yas_ka12 · 53分53分前 
@HayakawaYukio よくわからないが気象庁が風評被害気にしてどうすんだ
経済産業省とか他の省の仕事でしょ

まったく理解できません

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
そもそも「噴火予知連に報告する」という手続きがおかしい。各機関は自分のウェ

ブページですみやかに情報公開して噴火予知連がそれを参照するべき。噴火予知連会

長(気象庁長官）が情報をいったん占有するいまの仕組みは改善しなければならない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
やっていることが科学によるリスク評価から踏み越えていることの証左だ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
税金で取得した観測データ他を一部の人たちだけで占有して、一般には秘匿している

ということだね。

早川由紀夫さんがリツイート 
maris @kyakkyauhuhuhu · 2時間2時間前 
「コアグループ（incl.気象庁）とそれ以外」
コアグループて何？

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
この国の火山監視業務を気象庁に任せているいまは、あまりにも危ういというべき。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：2015/07/16(木) 17:45 ID:XXXXXXXX
原発が爆発するような社会はあらゆる面で

一部の人の利益＞人の命

なので色々と急速に腐って行ってるね



２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月15日 
名無し：07/15 14:17
色んな圧力で歪められた数字より、国民の実感の方が信じられる

3・11以降、体調不良の人が増えたり電車やバスの事故が目立つ
夏には熱中症で大勢の人が倒れたり急死する

甲状腺や白血病の患者が増えたり、子供の心筋梗塞やくも膜下がちらほら…

T. HIRANOさんがリツイート 
津田大介 @tsuda · 7月15日 
国会中継しなかった話はNHK自体の問題というより独立性を保つはずの公共放送が政
権から人事や編成で政治介入される法的建て付けになってて、それを粛々と政権が介

入したらわずか数年でここまで変わったという武田徹さんが前から指摘してた問題の

構図なのでは。誰より現場が悔しい思いしてるだろう。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月15日 
名無し：2015/07/15(水) 09:29 ID:XXXXXXXX
本スレにあるさ作業員の被曝実績値によると

海側モクモクゾーンでの作業は4月以降、打ち切られてるぽい感じ
作業員は山側の貯水タンク付近にしかいないんじゃないのか

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月14日 
名無し：07/14 22:05
（福島では）

誰も死なないよ

因果関係を認めさえしなければできる簡単なお仕事ですw
福島での小児甲状腺ガン患者が一万人を超えても

この勢いでドヤ顔自分語りするんだろねw

「関東地方の大雨」は…

台風とは関係なくて、フクイチ強制冷却のついでに、

「国会前に集まった【暴徒】どもに、

【空から放水】して追い散らした」って、ハナシじゃないの…？？



…時間切れ。

【平常成敗あす】…もとい…
（＾＾；）

「平常性バイアス」という狂気にもとづいてバイトという捕食行動に逝ってきますので、

皆さん各自で情報分析してください…
https://twitter.com/cmk2wl

cmk2wl @cmk2wl · 7月14日 
自分の地位や立場やカネや自己実現のために、子供を汚染地へ連れていったり利用し

たり、人身御供にしている連中がいる。

事か起こった時に、許されると思うのだろうか。道端で面罵されたり唾をかけられる

覚悟はあるのだろうか。それだけで済むとは思えないけど…。

https://twitter.com/cmk2wl


（７月17日）　変な頭痛とめまいと激睡魔。

http://85358.diarynote.jp/201507171019133007/

札幌最高！o(^-^)o
2015年7月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
暑いけど、２７℃？

線量も湿度も低め！

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:46
War Is Overさんがリツイート 
佐原敏剛 @saharabingo · 7月15日
 
米国人の後輩ジェフに「おもてなしって知ってるか？」と聞いた所「知ってます、知ってます。

あれでしょ。あの、失敗をしたら指を詰める事ですよね」と言った為、しばらく思い悩んだ末、

おとしまえである事が判明した。おもてなしの認知度などこの程度なのである。因みにジェフは

北野映画のファンである

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507171452077717/

青森県、線量グラフ切断。(・_・;)
2015年7月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (9)

http://85358.diarynote.jp/201507171019133007/
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http://85358.diarynote.jp/201507171019133007/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507171019133007_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201507171452077717/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507171452077717/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507171452077717_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507171452077717_2.jpg


札幌の線量は、やや上昇傾向。

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日15:33
変な頭痛とめまいと激睡魔。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日20:38
南風が明らかに異様で、吸い込んだだけで小鼻の粘膜に痛みを感じます。(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日23:21
泊原発の「ＭＯＸすかしっ屁」かなぁ…？
疑い（＝＝＃）濃厚★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日23:47
特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【秋田県 高温注意情報 2015年07月17日 14:54】
秋田県では、１７日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症など健康管

理に注意してください。

[予想最高気温]
▼秋田　３３度

▼横手　３４度

▼鷹巣　３０度

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日23:48
特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東北地方 気象情報 2015年07月17日 14:01】
台風第１１号は、日本海を北東へ進み、１９日にかけて東北地方へ接近する見込みです。（続く

）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:00

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前 
＊体調メモ：　お昼前から異様な眠気。特に１３：３０すぎから小一時間、目まいにも近い眠気

。表現変だけど、そんな感じ。で、１４時過ぎにスっと緩くなった。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:30
neko-aii @neko_aii · 7月14日 
＜六ヶ所再処理工場＞

排出される放射能は

1日で平均的な原発からの1年間分を超える。

クリプトン85については
当初放出低減のための装置を導入する予定だったが

最終的には全量垂れ流しを決めた。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a419958e9ed6514d5601442516e406ed …

neko-aii @neko_aii · 7月14日 
＜六ヶ所再処理工場　常に放出する放射性物質の推定量＞

気体で大気中に放出の例：

プルトニウム240：2.9億Bq／年
液体で太平洋に放出の例：

プルトニウム240：30億Bq／年
（六ヶ所再処理工場（ウィキペディア））より 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:36
amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
昨日、山東省の石油化学工場で非常に規模の大きな爆発事故があったようだ

http://honyaku.yahoo.co.jp/url_header?
ieid=en&oeid=ja&setting=for%3D0&both=T&url=http%3A%2F%2Fwww.liveleak.com%2Fview%3Fi%3De75_1437053986
…
動画は次々に削除されている

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:40
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amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
黄色い粉は太平洋の上空で押し返されて戻ってきた

http://inventsolitude.sblo.jp/article/152447733.html …



（７月18日）　肺が痛いです。呼吸がツラい…

http://85358.diarynote.jp/201507180907036151/

放射線に起因する癌性腫瘍／「気象庁としては一般向け提供に二

の足を踏まざるをえないことがある」／鴨川あとちょいで崩壊／

川崎ぶっ倒れてる人多すぎ。

2015年7月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
まとめを更新しました。「気象庁としては一般向け提供に二の足を踏まざるをえない

ことがある」がファイナルアンサーでした。「気象庁職員を名乗る人から届いた

批判」 http://togetter.com/li/848299

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
母がＰＴＡ会長父が京大医学部卒大津市いじめ自殺加害生徒たちの家庭環境(新潮)緊急
説明会で加害者母が自殺生徒親へ脅迫してた

http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/458.html …

cmk2wlさんがリツイート 
竹原信一 @takeharasinichi · 2012年12月13日 
国民は投票を間違えるのではない。国家とは何かを間違えて認識している。民主主義
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の対抗相手が国家であることを知らず、公務員に民主主義をやってもらえると勘違い

している。政治家に政治をさせないのが公務員の仕事だというのを分かっていない。

そのことを政治家もわかっていない。

おはようございます。

０８：０８です。

札幌は紫外線は強そうな曇天無風。

２２℃と快適？なはずの気温ですが、

【フクイチ性の湿気】に侵襲されていて、呼吸が痛いです…
…（－－ｐ）…

曲はこのへんいってみましょうかね…
https://www.youtube.com/watch?v=NjzMT0BqX5g
Deep Forest - Amazonia 

…どうも中南米の地震も酷くなっていて、心配ですねぇ…
https://www.youtube.com/watch?v=SUUOFnV4sI0
Deep Forest - Deep Forest (World Mix) 

cmk2wl @cmk2wl · 11 分11 分前 
数値予報モデルGPV 2015-07-18 09:00 JST
16日ごろから太平洋に時計回りの高気圧の渦ができているので、西日本は東電福島原
発の風下。

https://twitter.com/cmk2wl/status/622183175955939328/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 22 分22 分前 
【京都府 土砂災害警戒情報 2015年07月18日 07:57】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼京都市北区▼京都市左京区▼京都市東山区▼京都市右京区▼京都市伏見区▼京都市

山科区▼京都市西京区▼宇治市▼亀岡市▼向日市▼長岡京市▼八幡市▼大山崎町

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【大阪府 土砂災害警戒情報 2015年07月18日 05:12】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

https://www.youtube.com/watch?v=NjzMT0BqX5g
https://www.youtube.com/watch?v=SUUOFnV4sI0
https://twitter.com/cmk2wl/status/622183175955939328/photo/1


▼豊中市▼池田市▼吹田市▼高槻市▼枚方市▼茨木市▼寝屋川市▼大東市▼箕面市▼

東大阪市▼四條畷市▼交野市▼島本町▼豊能町▼能勢町

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
台風１１号で排水路から汚染水流出！福島第一原発で東電が確認！放水路付近の線量

は３万ベクレル

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7259.html …
東電のやる気さなの見本

こんなこと事前に計算すれば普通に分かること

東電はフクイチを何一つ解決する意思が存在しない

全部見せかけのアリバイ証明

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
黄色い粉は今も降っている　セシウムかウランかストロンチウムかプルトニウムかは

不明だが

http://inventsolitude.sblo.jp/article/153354073.html …
ガンダーセンの指摘では、花粉に見える黄色い粉末は、稼働中原子炉のなかに海水を

入れたことによって生成された硫黄３５とのこと

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 
18日3時、台風11号は熱帯低気圧に変わりました。 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/622126458127822848/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
ふくいちライブカメラ。

かなり水蒸気を吐き出し始めました。

War Is Over @kenshimada · 7 時間7 時間前 
国会前6万人デモだけじゃなかった！最近「BBCが報じるのにNHKが放送しない日本の
出来事」が多かった - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2143702800257801801 …

War Is Overさんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 7時間7時間前 
広告の読み込み遅くして上手に画面をずらしてタッチさせたり本当に広告を触ったの

かどうか分からない程の間で判定いれてSafari経由でAppStoreに飛ばしたりのネット広
告業界のアレ、労働のなかで人の心を失ったからこそ出た真に浅ましい発想だと思っ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7259.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/153354073.html
https://twitter.com/rescuenow_net/status/622126458127822848/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2143702800257801801


てる

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
京都市防災危機管理情報館 @bousai_kyoto_jp · 7時間7時間前 
こちらは京都市災害対策本部です。

台風11号に伴う大雨の影響で，京都市の多くの地域で避難情報が発令されています。
今後も大雨が続く見込みです。... http://fb.me/6BhUw8fcm

War Is Overさんがリツイート 
京都 一夢庵大ふへん堂 @kyoto1muan · 8時間8時間前 
知り合いの方のツイートですが、三条大橋付近の鴨川。スタバまで水が来ています。

旅行中の方もお気をつけ下さい。@mk_pai: 京都、雨やまず。鴨川、厳しいかもしれま
せん。 

War Is Overさんがリツイート 
いなば@窓際族（コアラ擁護庁総務局長） @soonsoul · 8時間8時間前 
980 ：名無しＳＵＮ：2015/07/18(土) 00:52:49.38 ID:fzOqrmwQ
JRの大阪方面に向かう新快速が、大雨のせいで山崎駅手前で3時間以上も止まってるら
しい。

車内は満員で急病人も出てるそう。地獄だな。

War Is Overさんがリツイート 
EM @em_beihaidao · 8時間8時間前 
なるほど

パソナ、フィリピン人材大手と家事代行で提携：日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ17HYL_X10C15A7TJC000/ …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
伊方原発

7月15日に「再稼働して良いよ」となり、準備が進む「伊方原発」は、中央構造線断層
の真上

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/622063836250505216/photo/1
7月13日に大分県で震度５強、今日は「日向灘」で２回の地震「伊予灘」でも地震。
事故ったら、誰が責任を取るのか？決めてからの方が良い

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
インド洋にも放射性物質が回ったって考えるのが妥当でしょ？

http://fb.me/6BhUw8fcm
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ17HYL_X10C15A7TJC000/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/622063836250505216/photo/1


動物の大量死からして、南大西洋・北大西洋にも既に流れてる可能性がある。

War Is Overさんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 9時間9時間前 
気象庁 (火山観測網) V.HNNN 神奈川県 箱根ニノ平観測点 の連続波形24時間プレビュー
　火山性地震若干目立ってきています。経過要注視。

War Is Overさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors · 9時間9時間前 
原発事故以降、小児甲状腺がんの悪性ないし悪性疑いとされた子供は現在127人だそう
です（環境省も認めました）

国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長の津金昌一郎さん曰く、2010年
時点の有病者数の７５倍だそうです。

それでも、彼らは否定し続け対策を怠ります。

neko-aii @neko_aii · 9 時間9 時間前 
【千葉県】

松戸市、学校で休み22人中、11人が嘔吐症状。
クラスの子も何人か鼻血を出した(2011/6)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8176b5d0f1fad48c2110d9a08be7d7df …
11才、40〜50分間鼻血が続く
耳鼻科医「1時間も鼻血が続くと異常」
千葉の小児科

最近、大人も子供も下痢の患者様が多い

War Is Overさんがリツイート 
みえ! @gunj_ni · 9時間9時間前 
川崎ぶっ倒れてる人多すぎ泣

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
台湾付近で発見されたセシウム。

亜熱帯Mode waterの沈み込みが、最も合理的な説明だとか。
http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/obs/knowledge/stmw/stmw_ref.html …
こんな模式図も。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/622032001952944128/photo/1

War Is Overさんがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8176b5d0f1fad48c2110d9a08be7d7df
http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/obs/knowledge/stmw/stmw_ref.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/622032001952944128/photo/1


頼和 @yorikazu2003 · 10時間10時間前 
橋揺れてて怖すぎてダッシュで渡った

鴨川あとちょいで崩壊 
https://twitter.com/yorikazu2003/status/622045793466253312/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
亀井静香さん（元自民党）今日のラジオで②

『このままでは日本は終わる。　国民の側にも問題があり、政治に対する国民の「生

体反応」が鈍くなってる。麻痺してる。　心臓に五寸釘をぶち込まれるまで、気がつ

かない状態だ。』

War Is Overさんがリツイート 
鶴田京子＃nonukes #nowar @chebkyu · 12時間12時間前 
安保法案のウラで、大事なことがどんどん決まってる… - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2143702956260445201 …

War Is Overさんがリツイート 
松尾秀俊 @contaxndigital · 15時間15時間前 
【現場情報まとめ】JR神戸線 甲子園口駅で人身事故 電車が入ってきた瞬間人が倒れた
7/17 - NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2143709439906986901 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前 
神奈川県 宮城野
大気中の（二酸化硫黄：SO2・火山ガス）濃度が、17日11時以降、上昇中。15時現
在（通常平均 0.006ppm → 0.088ppm に上昇）　08時40分：有感地震（M1.7 深
さ4.7km）

cmk2wlさんがリツイート 
Tonton47 @Tonton_47 · 7月19日 
肺かな？

RT @cmk2wl: セシウムは地表を。
ストロンチウムは空気を。

ヨウ素は下水汚泥を。

ウランは上層階のエアコンフィルターを。

それぞれ測定するのがいいんだろうね。

プルトニウムはどこを測ればいいか…。

https://twitter.com/yorikazu2003/status/622045793466253312/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2143702956260445201
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War Is Overさんがリツイート 
服部順治(脱戦争/脱原発) @JunjiHattori · 7月16日 � 東京都 千代田区 
アメリカの最高裁長官が日本にきて、安保法案が可決するまで滞在しているようです

。その間、日本の最高裁にはアメリカ国旗がたなびいているとの事 

War Is Overさんがリツイート 
エリック ・C @x__ok · 7月16日 
日本の報道を見ていると、いくつかの新聞を除くと単に法案が一つ可決された位の記

事が目につくがフランスの右から左までの各紙はどれも日本の軍国主義の復活を心配

する記事が大きく報じられている。　http://www.20minutes.fr/monde/1652403-
20150716-japon-veut-pouvoir-faire-intervenir-armee-hors-frontieres …　・
　http://www.lefigaro.fr/international/2015/07/16/01003-20150716ARTFIG00213-le-
japon-se-prepare-a-etendre-les-missions-de-son-armee.php …

War Is Overさんがリツイート 
こたつぬこ @sangituyama · 7月16日 
こたつぬこさんがリツイートしました 遠山清彦
仏罰で奈落に転落中の公明党遠山議員が、昨日の採決は「強行採決ではない」と言い

だした。現在妄想地獄に堕ちている模様だ。 

War Is Overさんがリツイート 
池田清彦　　 @IkedaKiyohiko · 6月30日 
スポーツに税金をつぎ込んで、国民の目をそらそうとするのは、独裁政権の常套手

段だ。

amaちゃんださんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年4月29日 
アラスカ・バイダバーグの魚に発生している病変。

腫瘍と出血。海洋生物学者は放射線に起因する癌性腫瘍の古典的な兆候と。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/461078072855261184/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton · 2014年4月1日 
日本だけ、賃金低下ですか。日本人は世界をもっと知らないといけないですね。

@Mushoku_amayo これが劣等国だ 
https://twitter.com/Mushoku_amayo/status/450923234746048515/photo/1

http://www.20minutes.fr/monde/1652403-20150716-japon-veut-pouvoir-faire-intervenir-armee-hors-frontieres
http://www.lefigaro.fr/international/2015/07/16/01003-20150716ARTFIG00213-le-japon-se-prepare-a-etendre-les-missions-de-son-armee.php
https://twitter.com/cmk2wl/status/461078072855261184/photo/1
https://twitter.com/Mushoku_amayo/status/450923234746048515/photo/1


amaちゃんださんがリツイート 
さくらうめこ @saumeko · 9時間9時間前 
先日会った不動産屋の営業マンが、関東から避難して来た人だった。

先に奥さんが避難して、そのうち戻ってくるだろうと思っていたが戻らないので離婚

しようかと悩んだ。

でも職場を変えればいいだけのことだと考え直して、自分も岡山へ来た、と。久々に

嬉しい話を聞いたなぁ。

でも、岡山の線量、知ってるの…？？
http://ma-04x.net/all.html

War Is Overさんがリツイート 
Sputnik @SputnikInt · 7時間7時間前 �
Uruguay to develop substitute for #Googleapps to evade privacy risks
http://sptnkne.ws/39y #Google 
https://twitter.com/SputnikInt/status/622083355207577600/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Magicboo @philstay_cebu · 19時間19時間前 
海外でのコミュ力高めるには、日本的な話し方からまず変えないとならん。あうんの

呼吸、空気を読み合う…みたいなのは一切通じないからね。日本では読めない奴が
悪い！だけど、海外では言わない方が悪い。何も言わない奴の考えや気持ちまで汲

み取って会話が成立するのなんて日本だけ。

War Is Overさんがリツイート 
yk264 @yk264 · 23時間23時間前 
演説する女に「やらせろ」って野次るのも、デモ参加者の女に「かわいいお嬢さん」

とかいうのも、女の政治的主体性を否定してる点で本質的に同じ。そういうことは、

運動の大義から外れた瑣末な問題では決してない。

http://ma-04x.net/all.html
http://sptnkne.ws/39y
https://twitter.com/SputnikInt/status/622083355207577600/photo/1
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日14:52
札幌の線量高め。

私の機嫌は斜め。(∋_∈)

０.０４３μですが、

体の芯から命がコソゲ盗られていく実感があり、

肺が痛いです。(ToT)

呼吸がツラい…
（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日15:02
coopのカキアゲは玉ねぎが道産ではないよおだ。(-_-#)
ベクレ刺激でシュウシュウ言ってて喰えない。(ToT;)
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（７月１９日）　バイトは遅番。

http://85358.diarynote.jp/201507190814118576/

髪が抜ける／「黄色いパウダー・スポット」／火山ガス急上昇／

福島原発の汚染。東電HP、各自でご確認を。

2015年7月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０６：４５です。

けっきょく昨夜はダウンしてしまって起きられず…
札幌０．０５μ。（－－；）

気温２０℃、室温２５℃。

おそらく階下はストーブ焚いてます。

（＾＾；）

一度やんだ雨がまた降りだしました…

バイトは遅番。

気合を入れるため？音楽はＣＤでこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=tEjrkHAnzVs
高橋竹山　津軽三味線
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150719/85358_201507190814118576_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150719/85358_201507190814118576_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tEjrkHAnzVs


被曝性の眩暈でクラクラします。

情報チェックだけします…
https://www.youtube.com/watch?v=xu_vApQz7mg
Oriental Arabic Rap Beat Hip Hop Instrumental 2015 (prod. by MC FREE) 

https://www.youtube.com/watch?v=4WJ84NUdxNM
【エルシャダイ】 伝説のムービー 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 分2 分前 
神奈川県 宮城野
二酸化硫黄（SO2：火山ガス）　
7月17日11時から急上昇を続け、7月19日07時現在も環境基準値超え（0.121ppm）（
平常時の大気中の濃度：0.004〜0.007ppm）　データ：神奈川県 大気環境状況

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 23分23分前 
SO2 ppm 箱根町宮城野
7.19.0400 0.133
7.18.2400 0.127
7.17.2200 0.103
7.14.1000 0.146
7.13.2400 0.101
7.12.2000 0.101
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107002.htm
…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
7月19日02時13分
大隅半島沖（マグニチュード4.6　深さ40km）
7月18日18時28分
日向灘（マグニチュード4.0　深さ30km）
気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2時間2時間前 
犬吠埼 7/19 6:35 
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/622520695801556992/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=xu_vApQz7mg
https://www.youtube.com/watch?v=4WJ84NUdxNM
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107002.htm
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/622520695801556992/photo/1


neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
世界各国では東京オリンピックをボイコットしようとする動きがあちこちで見られ

ます。

それは当然のことだと思います。こんな放射能汚染地帯に自国の最も優れたスポーツ

選手を滞在させると白血病やガン等になるのは目に見えているからなのです。

(ジョージ・サエキのブログ2015/04/18)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
台風11号の降雨の影響で、また福島原発から汚染水が漏れてますよね
「報道関係各位、一斉メール」で、マスコミは知ってるはずだけど、テレビでは、ま

ったく原発の報道はしなくなった。だからツイッター で言うのもバカらしくなった。
でも、東電のHPでは公表してるので、各自でご確認を。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
原発は、このままだと日本全国で再稼働する

いろいろな政治的激変の裏で、再稼働の準備は着々と進んでます。理由は簡単。国民

の意識は「もう福島原発は大丈夫。放射能汚染も大丈夫」という印象になってきてる

から。しかし現状は「もう、どうにもできない。誤摩化すしかない状態」なのが、福

島原発。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
7月15日：安保法案可決の日
「伊方原発は再稼働OKです」となり、再稼働の準備を開始中
13日から群発地震ぎみに起こってる「日向灘」それと「伊予灘」がある。ここは2010
年頃から怪しく、M7.4クラスも想定されてる震源域が伊予灘
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/622405365108310016/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
安保法案が強行可決された7月15日
「伊方原発、再稼働して良いですよ！」なんて、やってるけど、最も危ない地帯。中

央構造線上で、南海トラフもあり、もしトラフが動けば、四国は津波想定も20m、事故
れば瀬戸内海は放射能まみれになる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/622368244268052482/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 12時間12時間前 
オバマ大統領を寿司屋に連れて行った アメリカでは日本の魚が放射能汚染で輸入禁止
になっていることを知らなかったのか 案の定、オバマは箸を付けず、ほとんど残した

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/622405365108310016/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/622368244268052482/photo/1


という。ストロンチウムやセシウムの危険を知っているからだ。

急病人

給食 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ino @FaceC3 · 12時間12時間前 
お子さんの歯を見てあげてくださいね

前歯でわかります。エナメル質にまだら模様の白濁が起きていないかをよく観てあげ

てください。

歯科医が、たとえば「磨きが悪いから」の様に言っても、安易に信じないでください

。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
またさっき、日向灘で地震だね

マグニチュードが、4クラスだからいいけど、5クラスになると、一気に震度は4、去年
8月に、浅い震源でM6が起こってるからね。日向灘。南海トラフ部でプレートが陸側へ
もぐり混んでる「圧」によるもの。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
地震保険料率は都道府県ごとに定められている。

https://twitter.com/HayakawaYukio/status/622333803147624448/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
豆知識。火山噴火による被害は地震保険でカバーされる。その料率は都道府県ごとに

定められている。過去400年間の地震記録だけに基づいて計算されているから、火山噴
火に脆弱な地域は地震保険、お買い得ですよ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
うん。箱根町で地震保険に加入してない人は、すみやかに手続きとって最大限の加入

をするといいだろうと思うよ。

ISHIBASHIH 1484 @h · 14時間14時間前 
火山・噴火による被害を補償する保険 (防災Navi) http://bosai-
taisaku.net/volcano/insurance.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 14時間14時間前 
震災瓦礫運搬は井本商運の提案か？ 

https://twitter.com/HayakawaYukio/status/622333803147624448/photo/1
http://bosai-taisaku.net/volcano/insurance.html


http://goo.gl/5eROxl 
「密閉式コンテナに詰めて海上輸送する手法を提案。北九州市に約2万2500 トン、大
阪市に約1万5200トンの輸送を行っている」
’15.3.13　LNEWS
行っている・・・現在進行形？？

火山たん @volcano_tan · 16時間16時間前 
火山の噴火によって人類が滅びかけた事があったって知ってた？約7万年前、インドネ
シアのトバ火山の巨大噴火で空中に噴出された大量の火山灰が日光を遮断。その結果

、地球は寒冷化してそのまま氷河期に突入。私達のご先祖さまは僅か1万人を残して死
滅したんだって。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 17時間17時間前 
黄色い雨が降りました

駐車場・道路・トラックの荷台

あれ〜〜屋根まで。。

よく見ると、雨といの落ちる先が、全部黄色に。。。

Posted at 2011年03月24日 19時57分47秒
http://www.tostem-fc.jp/blog.php?
post_cmd=kosin&post_blogdir=5000457&post_eid=153277 … 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 17時間17時間前 
犬吠埼 7/18 14:55 毎日紫色 画面中央の黒い点は鳥？ 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/622283815780663297/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 18時間18時間前 
フクイチ井戸 7/17-18あたりでスパイク出てた 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/622283319019855872/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 18時間18時間前 
53 ：名無しさん＠１２周年：2011/11/05 (土) 13:34:44.11
あの黄色い粉は忘れられない 
政府が花粉だと発表したから会社の顕微鏡で覗いてみたら花粉じゃなかった 
２ちゃんねるやツイッタで花粉じゃないと書き込んだが、誰も賛同せず延々と叩かれ

た

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 18時間18時間前 
3/21に最初の雨が降り、

http://goo.gl/5eROxl
http://www.tostem-fc.jp/blog.php?post_cmd=kosin&post_blogdir=5000457&post_eid=153277
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/622283815780663297/photo/1
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/622283319019855872/photo/1


そのすぐ後に「金町浄水場（葛飾区）で、

放射性物質が乳児の暫定基準値の２倍を超える数値を測定した」

のニュースあり。

kumasan1111 2012-05-21 10:13:50

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 18時間18時間前 
★自転車のカバー全体に異様な黄色。

　子供はそれを叩いて落としていた

　その晩、子供が普通にニコニコ話しながら

　突然何の前兆もなく水のように鼻血を流した。異様

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 18時間18時間前 
先日、東京から避難してきた方が、３１１以降、お風呂の水が黄色くなったことがあ

った・・・なんだか分からないんだけど・・・と話をしていらしたと聞きました。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 18時間18時間前 
★2011/3/24の降雨後、
　宇都宮などで「黄色いパウダー・スポット」が　映像で記録され、

　当時、雨にあたった埼玉の女性の髪が抜けおちるなど被曝症状を訴え

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 18時間18時間前 
イエロー雲 (Unknown)
2013-03-18 18:56:02
２０１１年１０月 妹が出張で東京に出向いた際、飛行機の中から空をみると東京方面
が真っ黄色の雲に覆われていて、東京の空気ってどんだけ汚れているんだろうといっ

ていました。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 19時間19時間前 
黄色や白色の微粉末

20. 2013年4月02日 15:49:55 : Feg7XNnqz6 
関東平野には乾くと黄色や白色の微粉末がそこらじゅう付着する

雨が何度も降った。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1cbb2666b758cda64a01f6090bd6d75c … 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 19時間19時間前 
騙されて自殺

“@sougofollow_w: 東京湾で50年ぶり海水浴、葛西海浜公園で期間限定。
あちゃ・・・ ”

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1cbb2666b758cda64a01f6090bd6d75c


AKIRA 2024さんがリツイート 
mmbread @mmbread · 20時間20時間前 
きのうの夜からだるい。。

私も夫も布団からほとんど出てない。

リンパの腫れも治らない。

上の子の目のくまもなおらない。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
ソロモン諸島近海

日本時間：7月18日11時27分（マグニチュード7.5：10km）の巨大地震。7月10日
の（M7.0）の震源とほぼ同じ→
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/619743429048676352 …）
こないだは、2日後に大分県で震度5強

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M7.5】SANTA CRUZ ISLANDS 33.0km 2015/07/18 11:27:34JST, 2015/07/18
02:27:34UTC
(G)http://j.mp/1KcMPoK (USGS)http://j.mp/1Kc6LVW

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
火山灰。

10時ぐらいから、気象庁カメラ（カメラが設置してある建物の窓）に火山灰が付着し
出してる。

二酸化硫黄の放出も多いし、地震も多くなってるから、小規模な噴火状態なんだろ

うね。　ただ「噴火」とは認めないだろうけど。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
箱根

17日11時以降（二酸化硫黄：火山ガス）の数値が高い状態（＝二酸化硫黄の放出は地
下マグマが原因）空気より重いので噴煙も谷に這うように広がってる。宮城野：9時に
環境基準値を超え

地震の数も昨日から多め。今日は既に15回の地震

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 7月17日 
黄色い粉は今も降っている　セシウムかウランかストロンチウムかプルトニウムかは

不明だが

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/619743429048676352
http://j.mp/1KcMPoK
http://j.mp/1Kc6LVW
http://inventsolitude.sblo.jp/article/153354073.html


http://inventsolitude.sblo.jp/article/153354073.html …
ガンダーセンの指摘では、花粉に見える黄色い粉末は、稼働中原子炉のなかに海水を

入れたことによって生成された硫黄３５とのこと

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 7月17日 
日本の仙台では８千Bq/kgの放射性廃棄物を燃やして、放射能雲を人為的に発生させて
いる。旧ソ連でそんなことをやったら銃殺刑だが、日本は核開発の経験がない上、他

国の経験にも学ばず、愚かにも死の灰を住宅地に降下させている。旧ソ連では汚染さ

れた森林の火災があれば、パニックになるのだが

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 7月17日 
核汚染地帯では、ありとあらゆるウイルス・細菌が突然変異を起こす。また、森林は

薄くなる代わりに草の量が数倍に増え、ネズミの個体数が大幅に増加する。弱った樹

木は、たやすく害虫に食われ、病気になり易い。その結果、昆虫を食べる鳥類を誘引

する一方で、森林の樹冠に生息する鳥類は激減する。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 3月1日 
女性は生まれたときから卵母細胞を持っていて、出世後に自分で新たに生成すること

ができない‥わかりますか？幼少期に被曝して、卵母細胞にダメージを受けた女の子

がどうなるか‥。一度被曝してしまったら、取り返しがきかないんです。脱原発の日

のブログhttp://ameblo.jp/datsugenpatsu1208/entry-10894085332.html#blogContent …

https://www.youtube.com/watch?v=1C6l9-KMC6Y
【巡音ルカ】大丈夫だ、問題ない。【GUMI】中文字幕 

https://www.youtube.com/watch?v=OCiJ3a_tZz4
【巡音ルカ】ロシアンルーレット【オリジナル】

 

http://ameblo.jp/datsugenpatsu1208/entry-10894085332.html#blogContent
https://www.youtube.com/watch?v=1C6l9-KMC6Y
https://www.youtube.com/watch?v=OCiJ3a_tZz4


（７月19日）　バイトはプチ厄日。客はディメンタア。当直はフィルチとリータ・
スキーター。

http://85358.diarynote.jp/201507190941556378/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月19日16:01
バイトはプチ厄日。

客はディメンタア。

当直はフィルチと

リータ・スキーター。(-"-;)

精神状態と健康状態と

気象条件と線量低めは良し。

(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月19日16:08
野菜系の惣菜類は

とうぶん買えない。(ToT)

今の時期、みんな関東の

激ベクレ品ばっかりだ…
（＞＜。）。。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507200027169265/

「教えられないってことですか？」「そうです」／水素出てるし

／急に下痢をする／凄すぎて言葉がありませんよ。

2015年7月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

amaちゃんださんがリツイート 
kamitori　平和と緑の生活が第一！ @kamitori · 7時間7時間前 
RT @hiromi19610226 ちょっと、これ貼っときますか… 
https://twitter.com/hiromi19610226/status/621862391777640448/photo/1

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201507200027169265/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507200027169265/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150720/85358_201507200027169265_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150720/85358_201507200027169265_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150720/85358_201507200027169265_3.jpg
https://twitter.com/hiromi19610226/status/621862391777640448/photo/1


２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月18日 
名無し：07/17 23:00
水素出てるし、一歩手前になってる

ALPSを緊急停止して対策検討中
いつの話？？？

福島第一原子力発電所の状況

2015 年 7 月 17 日
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150717_09-
j.pdf …

おばんです。２３：１９。

ぷち厄日な遅番のさらに１５分残業から先ほど帰投。

お風呂と洗濯ムリ。（＾＾；）

情報チェックだけして寝ますぅ…

（消えたはず？の台風１２号…なぜか復活…!?）

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
【最遊記・外伝】 最/後/の/歌 （MAD） 

neko-aii @neko_aii · 3 時間3 時間前 
ベントすると

大量の放射性物質が風に乗り飛散する

フクイチでは

東京電力は積算線量を試算し続けていたが

該当する地域の人には知らされていない

＜ヨウ素の放出の試算＞

最大１０００ミリSv
相馬郡まで３時間以内に広がる

「変身」著書より

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
福島に行くだけで

衣服や持ち物が6.8マイクロシーベルト。
靴が1番線量が 高く、11.65マイクロシーベルト。
（2011-10-13乖離のぶろぐ)より

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：07/19 11:49
Fibrodysplasia
ソ連は、北極海に近いノヴァヤゼムリャ島で度重なる核実験を行った。その辺りは鳥

インフルエンザの故郷であり、そこでウイルスは突然変異を起こし、渡り鳥とともに

温帯地方にやってきた

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：07/19 11:13
http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/6538f6953a61cea902d921dc80f65817 …
私に甲状腺腫瘍（１ｃｍ）が見つかりました。…実は2013年1月に別件で検査…
「甲状腺もきれいです」といわれていたにもかかわらず、たったの1年半で１ｃｍの腫
瘍ができたわけです。

T. HIRANOさんがリツイート 
吉田昌郎 福島第一原発元所長の名言 @m_yoshida_bot · 9 時間9 時間前 

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150717_09-j.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/6538f6953a61cea902d921dc80f65817


チェルノブイリの10倍です。

cmk2wlさんがリツイート 
空色ヤスミン@カナリア体質 @FeiJasmineneco3 · 12時間12時間前 
空色ヤスミン@カナリア体質さんがリツイートしました cmk2wl
ガレキと放射能ばら撒いたんは誰じゃったか、わしゃあ死んでも忘れんけんのぉ。 

War Is Overさんがリツイート 
のりお @norio6090 · 12時間12時間前 
「いい人」ほど絶対辞めさせないブラック企業のあんまりな手口

http://president.jp/articles/-/13423 … @koyounoyooko

amaちゃんださんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi · 14時間14時間前 
ネオニコについて書いたら日本農業新聞から掲載拒否されました。"@osiete_tukachan:
ネオニコ系農薬でミツバチがいなくなり、ミツバチがいなくなると植物は受粉できな

くなりhttp://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=292191&g=132108 …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：07/18 20:33
http://search.yahoo.co.jp/search?
p=E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E7%85%A7%E5%B0%84+%E5%86%85%E5%87%BA%E8%A1%80&aq=-
1&oq=&ei=UTF-8&x=wrt …
医療事故で、放射線照射による内出血が報告されている。医療照射程度の照射をうけ

れば、内出血、血管破裂等の被害に遭うのが普通のこと

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
覚えられない、物忘れするなど記憶力低下を訴える人が急増中 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/430.html …
脳への放射性物質蓄積によって、最初に被曝ダメージを受けるのが海馬

今考えたことさえ思い出せない　モノを買いに行っても何を買うのか思い出せない

neko-aiiさんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 19時間19時間前 
911では飛行機なんてつっこんでいませんし、テロではありません。あなたはその眼
で911を見ましたか？ＴＶ画面をみていただけではないですか？あれはCGです。そも
そもあんな低空をジェット旅客機があんな速度で飛行できない。

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
学生たちが作成した動画「6分でわかる安保法制」、YouTubeに削除される！「詐欺的
なコンテンツ」として違反対象に！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7264.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
東芝の粉飾決算騒動、大部分が原発と半導体に集中していることが判明！粉飾の原因

は原発事業の悪化か？

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7274.html …

neko-aiiさんがリツイート 
広河隆一 @RyuichiHirokawa · 24時間24時間前 � 東京都 武蔵野市 
6 ある家の入り口で殺されていた8人目の死者。義足の人だった。大国の代理戦争、宗
教対立のカモフラージュ、兵器産業の思わく。全て、「平和と安全」のためという言

葉がもちいられた。遠く離れた都市にミサイルを打ち込むのも、自衛のためだと説明

された。

http://president.jp/articles/-/13423
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=292191&g=132108
http://search.yahoo.co.jp/search?p=E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E7%85%A7%E5%B0%84+%E5%86%85%E5%87%BA%E8%A1%80&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&x=wrt
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/430.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7264.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7274.html


War Is Overさんがリツイート 
yonezu tokuya @mujigedari · 24時間24時間前 
日本じゃ、逮捕されるのは悪い人だと思われてるみたいだね。だけど韓国じゃ、みん

な知ってるよ。植民地期にはいい人ほど日帝の警察に逮捕されたこと。解放後も民主

化でがんばった人はみんな逮捕されたこと。金大中大統領も元死刑囚だよ。日本でも

逮捕された人はいい人だというのを共通認識にしようよ。

War Is Overさんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi · 7月18日 
「不正選挙」のことを熱く語ると、ツイート数ゼロのあやしいアカウント７つから一

斉にフォローされた（笑）→２１時１２分現在アカウント数１３に増えた（笑）全ア

カウントに共通する特徴「２０１５年５月５日１６時〜１７時台に、すべてのアカウ

ントが作成されてました（笑）ネタではありません（笑）

neko-aii @neko_aii · 7月18日 
2015年7月14日
＞東京都は１８日から試験的に海水浴場をオープンし

需要や安全性を確認する社会実験を開始

＞「アウシュビッツ」ガス室のシャワーの管

ガス室に入る囚人たちにシャワーを浴びるためだ、と

最後までだまし続けるために存在

http://tierra-note.com/2014/0115205822/ …

naﾅmi (:=死旬期=:) @nanachin1974 · 7月18日 
■8000ベクレル以下の放射性廃棄物 仙台で試験焼却 
/velvetmorning blog http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2015/07/17/7709625 …
(2015/07/17 23:39)フクイチが危ないとか、汚染水がとか騒がれている時って、大概燃
やしてたりなんだりしてますよね(ry

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 7月18日 
で、実際に試験焼却が始まっちゃってんですよ。

８０００ベクレルまで焼却OKなんですって・・・どうします？
一般の焼却場で、　ですよ？

凄すぎて言葉がありませんよ。

http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150714_13013.html …

neko-aiiさんがリツイート 
つちのとのとり　大駅土　己酉 @heikichi724 · 7月18日 � 埼玉県 所沢市 
@mjjkoi2399 チェルノブイリの作業は、旧ソ連の場合は、軍に任され30㎏もある鉛の
作業着を着て作業。軍の命令は絶対と云っても何万人被曝して亡くなってます。日

本は、何の保証も無い派遣社員に作業やらせてるとか？日本政府も東電も酷い事しま

すね。それでも原発再稼働は、酷すぎる。

War Is Overさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 7月17日 
武力や戦争で解決するなら

世界はとっくにユートピア

cmk2wlさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqnyachiyo · 7月17日 
ベクレーヌ八千代さんがリツイートしました cmk2wl
東京の下水汚泥がすごいことになってる

neko-aiiさんがリツイート 

http://tierra-note.com/2014/0115205822/
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2015/07/17/7709625
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150714_13013.html


とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 7月14日 
赤子が泡吹いて倒れたり、小学生が脳梗塞だか脳出血だかで突然死するのがありふれ

た光景になってしまった。３１１で原発がすっとんだ事により予測されてたこととは

いえ、現実はあまりに残酷だ。個人の特殊な問題なら家族全員で泣くしか術ないが、

問題はこれが３１１以降のこの国全体の問題だという事。

２ちゃん原発情報さんがリツイート 
Axiang @qingxiang_wushu · 7月8日 
@2ch_NPP_info @sahara_trinity 
うちの事業相方がその業界に精通してる人で、311直後に各社から「日本から撤退もと
い本社機能移転」的な連絡が来て「もう日本では仕事が無くなる」と悟ったそうです

から、多分その発言通りなんだろうなぁ…と思います。

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
【最遊記外伝】また会う日まで【MAD】

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
「くら寿司に救急車」で検索すると、多くのツイート(80件超)↓
https://twitter.com/search?
q=%E3%81%8F%E3%82%89%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd
…
「かっぱ寿司に救急車」で検索すると、多くのツイート(50件超)↓
https://twitter.com/search?
q=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd
…

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"shiratoke 2014年10月18日 軽井沢町 
川中島のくら寿司に救急車が集結中！#photoshopexpress " 
https://twitter.com/neko_aii/status/622732180691640320/photo/1

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"chiakkey 2011年11月19日
くら寿司ＨＰ、

米：国産となっていたので

くら寿司成田土屋店で

「日本のどこ産ですか？」ときいたら

調べるのに時間がかかると。

電話が来て「わかりません」との事。

「教えられないってことですか？」

「そうです」　"

War Is Overさんがリツイート 
ぴこたん @picogmgm · 5時間5時間前 
今日お会いした西日本の人。震災以降、外食をすると急に下痢をするようになったが

、理由がわからず不思議に思っていたとのこと。かくかくしかじかと説明したら腑に

落ちた様子で「それで納得！食べ物に気をつけます！」と言っていた。

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 9時間9時間前 
バリーカレボー（世界最大手チョコレートメーカー）の工場が群馬に完成。チョコ産

業の心臓部・動力源に http://matome.naver.jp/odai/2138556542762372801 …　現在は
過半を森永に供給。今後は他の製菓会社や食品メーカーに拡販

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://twitter.com/search?q=%E3%81%8F%E3%82%89%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd
https://twitter.com/search?q=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd
https://twitter.com/neko_aii/status/622732180691640320/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2138556542762372801


AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 7月16日 
すごいな、すしやさん。

速攻性ありすぎ。「直ちに危険！」

AKIRA 2024さんがリツイート 
ふ〜た @fu_ta4madeleine · 7月14日 
中野栄の回転寿司に消防車と救急車

AKIRA 2024さんがリツイート 
なっぱ@ミオラー @napa_787 · 6月21日 
今かっぱ寿司に救急車入っていったわ。

お店も大変だろうなぁ。

https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL

War Is Overさんがリツイート 
mori @mo_ri_ · 7月17日 
前に無農薬で野菜を作ってる人がカラスに食べられて困ってる話をしてて、酔っ払っ

た私が「とりあえずカラスに挨拶してみそ。カラスは超賢いから、知り合いの畑は荒

らさん。カラスなめんな」言うたらしく（かすかに記憶あり）、約１年後の今では、

カラスの被害は無くなったそうな。まじ、カラス天才。

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月20日0:27
カラスとヘビには恩を売っとけ！

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月20日）　バイトは遅番。

http://85358.diarynote.jp/201507200941422278/

犬吠埼ずーっと紫色／魚はすべてあきらめろ／重症患者数は原発

事故直後の10倍／十勝岳では住民にガスマスク配布を始めてる／
情報公開をとめている神奈川県知事／できるだけ遠くに離れたほ

うがいい。

2015年7月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

おはようございます。０８：３８。バイトは遅番。

出る前に洗髪と、途中で買い物予定なので、少し早目に動かないとね…
　

https://www.youtube.com/watch?v=uHqh4l4_s6E
Jamaican in New York - Shinehead (Lyrics)

体調と精神状態は「悪くない」のですが、みごとに脳ミソが動きません。

…何も考えられない…「予知視界」完全ゼロです。
https://www.youtube.com/watch?v=z4Tktm-zBzE
Jamaican in New York - Shinehead 

札幌は曇天無風２５℃。

空気にチクチクする微細粉塵が混入していて、

空がビミョウに黄色い気がします…
https://www.youtube.com/watch?v=zuUAfCaz3Vk
Hornsman Coyote - Stay with Jah 

amaちゃんだ @tokaiamada · 46 分46 分前 
原子炉の非破壊検査に関係したものなら、原子炉設計寿命が25年でしかない現実を思
い知らされる

圧力容器が中性子劣化によってスポンジのようにスカスカ

脆性破壊温度が下がって、いつ破裂するか分からない恐怖の老朽原発ばかり

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 1 時間1 時間前 

http://85358.diarynote.jp/201507200941422278/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507200941422278/
https://www.youtube.com/watch?v=uHqh4l4_s6E
https://www.youtube.com/watch?v=z4Tktm-zBzE
https://www.youtube.com/watch?v=zuUAfCaz3Vk


犬吠埼 7/20 8:11 7/9から、ずーっと紫色 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/622907003468300288/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3 時間3 時間前 
名無し：07/20 02:03
十勝岳では住民にガスマスク配布を始めてるのに、黒岩知事は無能すぎるだろ

箱根町は神奈川最強の財力を持ってんだから、ガスマスク配布ぐらい余裕だろ

火山対策でマスク配備 トムラウシ４５世帯に 新得
http://www.tokachi.co.jp/news/201507/20150716-0021430.php …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【全国の天気 2015年7月20日】
連休最終日の今日も西・東日本で蒸し暑さが続きます。また日が差しても、モクモク

とした雲が見えたらザッと降る雨や雷に注意が必要です。お出かけは暑さ対策と折り

畳み傘を。一方、北海道や東北北部では雲が広がってもお出かけＯＫ！ただ熱中症に

はご用心。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
２号機の放射性物質大量放出は格納容器ベントの失敗ではなくＳ／Ｃの水喪失状態で

主蒸気逃がし弁操作を続けたせい

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/431.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 4時間4時間前 
放射能がそこにあるのに、健康被害を放射能以外の理由ってことさら言いたいのは、

東電や政府の責任軽くしたい人々。それをやり続ける限り原発は止まらないし、事故

は起き続け、人々は殺され続ける。「科学」と言う言葉を「政治的発言」としてメ

ッセージし殺人犯に加担する。

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
イラク派遣「純然たる軍事作戦」　不測事態、官邸が情報統制

http://tokaiama.minim.ne.jp/tokaiama/yoti01 
やはりイラク派兵における大量の「自殺者」は戦死者だったことを示す内容！

@kiwikaako · 8時間8時間前 
フクイチ３号機のデブリが噴出させている放射性水蒸気の噴出回数が上がっている。

水蒸気の噴出量と噴出圧力も高まっている。これは核分裂反応（臨界エネルギー）

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/622907003468300288/photo/1
http://www.tokachi.co.jp/news/201507/20150716-0021430.php
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/431.html
http://tokaiama.minim.ne.jp/tokaiama/yoti01
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-7791.html


が日々高まっている！ということだ。（飯山一郎） http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-
entry-7791.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 8時間8時間前 
米軍の劣化ウラン弾のテスト地リスト

https://nuclearinformation.wordpress.com/2015/02/02/depleted-uranium-contaminated-
sites-in-hawaii/ … ハワイ島も放射能に汚染されている

AKIRA 2024さんがリツイート 
tunenti @tunenti · 9時間9時間前 
私が移住を決めた大きな理由は、福島から移住された内科医に、できるだけ遠くに離

れたほうがいい、と言われたから。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
@ST0NES 検査した17のイルカのほとんどは肺の大部分が完全に白に見えた…
内臓疾患または感染の症状なしに、一般的にきれいであったが

肺のほとんどは #虚血状態…http://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fthecelestialconvergence.blogspot.com%2F2015%2F04%2Fmonumental-
mass-animal-die-offs_16.html&tl=ja …
2015年4月12日http://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&rurl=translate.google.com&tl=ja&u=http://fukushima-diary.com/2015/04/most-
of-the-inspected-dolphins-had-lungs-in-ischaemia-state-as-entirely-
white/&usg=ALkJrhho1PRiYg8VpXGkeQ5urZ8jsD0-rw …

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 9時間9時間前 
巨人Ｖ９時代の左のエース、高橋一三さん死去　６９歳心不全、療養中に症状急転

http://matome.naver.jp/odai/2135773505739505501 …
恐怖！ 日本は今、◆心不全パンデミック◆ by 心不全学会 「東北大震災後に増加」 -
NAVER まとめ

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
日本の海岸に打ち上げられた17頭のイルカが放射能中毒の症状
肺、臓器への血液の損失を示す白色‥

https://nuclearinformation.wordpress.com/2015/02/02/depleted-uranium-contaminated-sites-in-hawaii/
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fthecelestialconvergence.blogspot.com%2F2015%2F04%2Fmonumental-mass-animal-die-offs_16.html&tl=ja
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&tl=ja&u=http://fukushima-diary.com/2015/04/most-of-the-inspected-dolphins-had-lungs-in-ischaemia-state-as-entirely-white/&usg=ALkJrhho1PRiYg8VpXGkeQ5urZ8jsD0-rw
http://matome.naver.jp/odai/2135773505739505501
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.neonnettle.com%2Fsphere%2F366-dead-dolphins-in-fukushima-stranding-found-with-white-radiated-lungs&tl=ja


2015年4月11日http://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fwww.neonnettle.com%2Fsphere%2F366-dead-dolphins-in-
fukushima-stranding-found-with-white-radiated-lungs&tl=ja …
その太平洋側で海びらきして人間も泳いでますね‥

via @Baka_62 http://www.scoop.it/t/fukushima-by-ton-
kraanen/p/4047848845/2015/07/18/dead-dolphins-in-fukushima-stranding-found-with-
white-radiated-lungs …

AKIRA 2024さんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 10時間10時間前 
@WadjetOsaka 私もツイッターやるまで知らなかったんですけどネ。
エートスが来てから重症患者数は原発事故直後の10倍に
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-1498.html …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 13時間13時間前 
Reading:東京駅地下に謎の巨大空洞 地下トンネルの一部か　NHKニュース
http://nhk.jp/N4KJ4GHt 
50年前だか14年前だか知らないが、東京駅のそばにこんな大きな穴あけといて管理し
てませんてどうゆうこと？信じがたいいいかげんさだ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
火山の危険はまあほどほどだが、火山情報の流通があまりにも悪い。危険が突発した

ときに情報が必要な人にすぐに届くとはとても思えない。情報を迅速に共有する前に

優先する何かをもっている権力者がのさばっている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Solysombra @sonsolysombra · 14時間14時間前 
全くだよー！初期の除染費用だけで大人も子供も汚染地から避難できるよね。あのソ

連でもやったってのに、日本は人を汚染地に縛り付け、なんてホントに酷いよ。鬼畜

以下だよ！@picogmgm

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
警戒区域内での火山観測を許可したのは箱根町長。その結果の公開をとめているのは

神奈川県知事。たぶんこうだ。とんでもないはなしだ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Solysombra @sonsolysombra · 14時間14時間前 

http://www.scoop.it/t/fukushima-by-ton-kraanen/p/4047848845/2015/07/18/dead-dolphins-in-fukushima-stranding-found-with-white-radiated-lungs
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-1498.html
http://nhk.jp/N4KJ4GHt


うん、日本政府がここまで鬼畜だとは夢にも思ってなかった…。私の人生観覆された
もん。史上最悪の悪魔だよ、この政府は。@picogmgm

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
箱根山。13時間24分の沈黙を破ってM1.3の地震が17時43分にあった。 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/622702861676212224/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
とくにめざましいわけではないふつうの異常でふつうの噴火でも、ひとがそばにいれ

ば死者が出る。わたしたちは昨年9月、御嶽山で経験したばかりだ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
山全体といっても、せいぜい半径4キロだ。その範囲の地表が膨張して地下で地震が
起こっている。火山の異常としてはよくあること。ただ箱根山が特別なのは、その半

径4キロ内（箱根カルデラ内）にたくさんの住居と観光施設があること。火山はふつう
だが人間の使い方が過密だから注目が集まっている。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
あれ、神奈川県が「山全体の膨張傾向は継続中」と初めてツイートした。おんちけん

のページにはしばらく前からこう書いてあったが、神奈川県がツイートするのは初

めて。素直に読むと、（大涌谷周辺だけでなく）山全体で警戒が必要だと読める。

早川由紀夫さんがリツイート 
箱根・大涌谷情報 @Kanagawa_Hakone · 17時間17時間前 
気象庁ＨＰが16時に更新。噴火警戒レベル３は継続しています。温泉地学研究所によ
ると、噴気は活発に噴出しており、山全体の膨張傾向は継続中。引き続き警戒が必要

とのことです。 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532566/

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 21時間21時間前 
「火山活動の長期化で観光客数の減少が懸念されている姉妹都市の神奈川県箱根町」

なのか。

これから起こるかもしれない噴火による被害は懸念しないのね。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 21時間21時間前 
ただちに誰かに危害が及ぶような事態ではないが、箱根町と神奈川県と気象庁の不作

為が見える。「(箱根38）二酸化硫黄濃度」 http://togetter.com/li/847106#c2037578 …

https://twitter.com/HayakawaYukio/status/622702861676212224/photo/1
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532566/
http://togetter.com/li/847106#c2037578


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 23時間23時間前 
大涌沢の樹木変色と強羅の街並み。7月11日13時 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/622572381538639872/photo/1

早川由紀夫さんがリツイート 
さかい　まさひろ @sassyos2 · 24時間24時間前 
@HayakawaYukio 三宅島火山ガスに関する検討会
http://www.bousai.go.jp/kazan/miyake-gasken/ … なお2000年の三宅島噴火のときは神
奈川県が 0.100ppm で周知を行っていたようです

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月19日 
気象庁は毎日16時に箱根山の解説情報を出しているが、箱根町宮城野で二酸化硫黄濃
度が環境基準を超えた記述はこれまでない。気象庁は把握してないのだろうか。防災

官庁なのにね。

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150718160038.html …
浅間山の二酸化硫黄は測るたびに解説情報に書くんだが。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月18日 
箱根町宮城野の二酸化硫黄濃度。環境基準超えが常態化しているが、あわてて逃げ出

すほどの緊急事態ではなさそうだ。でも、環境基準を超えていることを住民と観光客

に周知する責任が県と町にあるのではないか。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月18日 
箱根町宮城野は大涌谷から3キロ地点にある。 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/622550960804507648/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月18日 
人および環境に及ぼす影響　四日市喘息などのいわゆる公害病の原因物質であるほか

、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質ともなる。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月18日 
神奈川県知事は7月10日にこう言ったが、大涌谷から遠く離れた宮城野で連日、二酸化
硫黄が環境基準を超えている事実がある。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月18日 
SO2の放出量はたいしたことないのだろうが、局所的に濃度が高まって赤表示になっ
てるわけだから、注意喚起があってよさそうに思う。

https://twitter.com/HayakawaYukio/status/622572381538639872/photo/1
http://www.bousai.go.jp/kazan/miyake-gasken/
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150718160038.html
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/622550960804507648/photo/1


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月18日 
そらまめ君だと小田原にSO2の異常ない。
http://soramame.taiki.go.jp/DataMap.php?BlockID=03 …
0.1ppmてどれくらいなんだろかと、凡例を見ると、0.15以上が赤表示なんだ。2000年
8月の三宅島のとき、東京都が全部赤だったことを思い出す。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 7月18日 
3,4号機取水口間と4号機スクリーンの海水からストロンチウム90が過去最高値
の1500Bq/L。前回の最高値1000Bq/Lを大幅に更新
。http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15071701-j.pdf
…

amaちゃんださんがリツイート 
命の党・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 7月15日 
山本太郎議員@yamamotaro0⑵

除染して2年
部屋の中は0.4マイクロ〜
特定避難勧奨地点解除

ここの家で子育て出来ますか⁉�
排水口7μ超え

排水溝19μ超え 

AKIRA 2024さんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 7月15日 
キツイ数値です・・RT　2015/7/11東京都葛飾区南水元１丁目(都営住宅)①:
https://youtu.be/8wZHKV_JCmg
https://twitter.com/shizukanayoru3/status/621225255160299520 …
https://twitter.com/shizukanayoru3/status/621225255160299520/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 7月3日 
Green Breezeさんがリツイートしました Lightworker
魚はすべてあきらめろ、ということ。 

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://soramame.taiki.go.jp/DataMap.php?BlockID=03
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15071701-j.pdf
https://youtu.be/8wZHKV_JCmg
https://twitter.com/shizukanayoru3/status/621225255160299520
https://twitter.com/shizukanayoru3/status/621225255160299520/photo/1


Lightworker @Lightworker19 · 7月3日 
【拡散】ドイツのシミュレーションでは福島の汚染水で太平洋は 終り
http://bit.ly/13Isx28 
https://twitter.com/Lulu__19/status/370537520670314496/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=eaqJ6C22oEw
Aswad - You’re No Good 

https://www.youtube.com/watch?v=IIw3BtSPHtI
Aswad - Shine 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT1600UP】 みなしご子猫が母の面影を求めて迷い込んだのはハスキー犬の懐だ
った。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52196436.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/622795568172146688/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=CngHUfk1U_E
【最遊記外伝】 赤い涙 【MAD】

https://www.youtube.com/watch?v=uc2UEfWjvo8
Inner Circle - Sweat (A La La Long).mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk5SkiBna24
Big Country - In A Big Country 

ィエ〜ィ…ッ！♪
https://www.youtube.com/watch?v=GKM0zRGxHsI
My ultimate top ten 80’s songs! (full songs)

cmk2wl @cmk2wl · 50分50分前 
本当に日本人が北朝鮮に拉致されたと思っているの？

日銀の職員の娘が？平然と帰国して原発で働く人が？

もしそれに対して「ケシカラン」と言うなら、法律や憲法の条文によらず、戦争は必

http://bit.ly/13Isx28
https://twitter.com/Lulu__19/status/370537520670314496/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=eaqJ6C22oEw
https://www.youtube.com/watch?v=IIw3BtSPHtI
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52196436.html
https://twitter.com/karapaia/status/622795568172146688/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=CngHUfk1U_E
https://www.youtube.com/watch?v=uc2UEfWjvo8
https://www.youtube.com/watch?v=Sk5SkiBna24
https://www.youtube.com/watch?v=GKM0zRGxHsI


ず起こる。

戦争プロパガンダがどういったものか、わかっていないのだから。

https://www.youtube.com/watch?v=qodvumgJlN8
Mega 70s 80s 90s Music Part 2
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月20日11:38
目の前がヌリカベ状態。

ヽ（・＿・；）ノ

何も考えられない。

。。。(〃_ _)σ‖
 

https://www.youtube.com/watch?v=qodvumgJlN8
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月20日）　後ろ２回が遅番というプチ厄な４連勤終了。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201507201601339327/

しまった！(-_-#)！
2015年7月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

「米粉」の産地不記載を見落としていて、被曝過敏症の私の舌だとピリピリした痛みと痺れを感

じるレベル。(-_-#)

それを除けば皮の焼き加減とかパリッとしていて、

まぁ美味しい。(^_^;)

大豆はいっそ紅茶かウーロン茶で甘煮にしてみたらどうかな…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月20日16:08

http://85358.diarynote.jp/201507201601339327/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507201601339327/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150720/85358_201507201601339327_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150720/85358_201507201601339327_2.jpg
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2015年7月20日16:08
バイトは変に忙しいけど、当直にキングスリーがいるので、

まぁ雰囲気は穏やか。

  
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月20日23:05
後ろ２回が遅番という

プチ厄な４連勤終了。(^_^;)
洗濯もお風呂も情報チェックも無理！(*_*)！

…寝ます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月21日9:51
特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【群馬県 土砂災害警戒情報 2015年07月20日 19:47】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼中之条町▼みなかみ町

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【福島県 警報情報 2015年07月20日 18:47】
中通りでは、２０日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。

［中通り南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年07月20日 18:12】
関東地方北部では、大気の状態が不安定となっているため、１時間に８０ミリ以上の猛烈な雨

の降っている地域があります。２０日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や

はん濫に警戒してください。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月21日9:54
特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【群馬・みなかみ町付近 記録的短時間大雨情報】（続き）
災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して、安全を確保

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


するよう呼びかけています。

（2015年7月20日 17:31 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【群馬・みなかみ町付近 記録的短時間大雨情報】
気象庁によりますと、群馬県みなかみ町付近では、レーダーによる解析で、午後5時までの1時間
におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。
http://nerv.link/b92vH9

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【群馬県 記録的短時間大雨情報 2015年07月20日 17:27】
１７時群馬県で記録的短時間大雨

みなかみ町南部付近で約１００ミリ

▼この情報は、災害の発生につながるような稀にしか観測しない雨量であることをお知らせする

ものです。ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

 



（７月21日）　「集中された強い放射線よりも、永続的な低レベルの放射線の方が、
ダメージは100倍から1000倍も大きいことが分かったのだよ。」

http://85358.diarynote.jp/201507211014316693/

逃げなければ2万人が死ぬ／人類史上最悪な／東京オリンピック
中止は周知の事実／予定は未定…（－－＃）…

2015年7月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：2015/07/20(月) 20:34 ID:XXXXXXXX
東京オリンピック中止は周知の事実らしいが

なぜか、みんな黙ってるね。

あらためまして、おはようございます。

０８：４６。

とりあえず体調不良と天候不順の縞模様に挟撃されて、

危機的状況にある（＾＾；）

「洗濯物山攻略」一回戦だけしました…☆

なんかいま検索おまけで拾った…
https://www.youtube.com/watch?v=t0lzT6Ph0IE
オペラ座の怪人〜シンクオブミー(Think of Me) 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月21日 04:58】
北海道地方では、２１日昼過ぎから雷を伴った激しい雨が降り、２２日は日本海側を

中心に更に雨量が多くなるでしょう。大雨による低い土地の浸水、土砂災害、河川の

増水、落雷、突風、ひょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【網走・北見・紋別地方 高温注意情報 2015年07月21日 05:04】
網走・北見・紋別地方では、２１日の日中は気温が３３度以上となるところがある

でしょう。熱中症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼網走　２５度

▼北見　３３度

▼紋別　２４度

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 名寄市 
【M3.3】上川・空知地方 深さ260.1km 2015/07/21 00:30:17
(G)http://j.mp/1LygnvD (Y)http://j.mp/1HEGheI (アニメ)http://j.mp/1MfR8z7
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地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 美深町 
【M3.7】上川・空知地方 深さ270.7km 2015/07/20 10:59:43
(G)http://j.mp/1RIcfyH (Y)http://j.mp/1KfnQ3Z (アニメ)http://j.mp/1fWASGX

音楽も気分もモゾモゾと決まらず、なんとなくでトイレ休憩に行ったら…
（＠◆＠；）

予報では雨は夕方からだったのに！

…降ってる…ッ！！
…（＠◆＠＃）…

てことでせっかく外干しした洗濯物を慌てて取り込み…
…（－－＃）…

現在、本日の行動予定は、未定。となりました…★
https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs
Wiccan Goddess Chant 

ひろいもの…
https://www.youtube.com/watch?v=BDdp-jAFfnI
This African beat will make your day 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2 時間2 時間前 
犬吠埼 7/21 7:37 明るくなった。普通の景色だ。
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/623261145252544512/photo/1

早川由紀夫さんがリツイート 
ないまん @naimannnn · 2 時間2 時間前 
今の浅間山。夏！

https://twitter.com/naimannnn/status/623252614990303233/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4時間4時間前 
スターングラス博士インタビュー

http://www.e22.com/atom/page08.htm 
S博士「このことは、衝撃だった。つまり、X線や原子爆弾のように、集中された強い
放射線よりも、永続的な低レベルの放射線の方が、ダメージは100倍から1000倍も大き
いことが分かったのだよ。」

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 
米軍の台風情報によると、台風12号は土曜ごろに太平洋側から接近する見通し 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/623232474995240960/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
鹿児島県危機管理局 @kikikanrikago · 4時間4時間前 
7月21日4時15分，屋久島町南部地区3,500世帯6,773名に，同4時30分，十島村中之島
地区89世帯159名に，同4時50分，十島村口之島地区76世帯128名に避難勧告が発令さ
れました。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 
5時現在、大雨のため、鹿児島県の一部地域に避難勧告などが発令されています。
【避難勧告】

鹿児島郡十島村(中之島地区、口之島地区)

http://j.mp/1RIcfyH
http://j.mp/1KfnQ3Z
http://j.mp/1fWASGX
https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs
https://www.youtube.com/watch?v=BDdp-jAFfnI
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【避難準備情報】

熊毛郡屋久島町(全域6794世帯13211人) 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/623224829747990529/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【屋久島で５０年に１度の大雨】

鹿児島地方気象台は、屋久島町では50年に1度の記録的に大雨になっているところがあ
るとして土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。

http://nerv.link/m9iMU1

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
2015/07/21　05：02
福島第一原発

まあ、よく見えてる時で

こんなもんです。

今後何十年も、トリチウムの水蒸気

吹き出し続けると思うだけで・・・

日本で、住める場所は、限られて来てますよ。 
https://twitter.com/k2cyan/status/623222900212903936/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
死の霧。@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/623211643552448512 …
http://twitter.com/ST0NES/status/622429059620810752 …
そういう警報だす？@JMA_kishou
#東電の原発事故:http://www.youtube.com/user/69V0X/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
2015年07月21日、明け方のF1:@TEPCO_Nuclear
いまはもう何も見えなくなってる。

すさまじい #汚染濃霧 汚染海霧‥
http://www.youtube.com/watch?v=5Oxr0R2GA3Y …
こんなのがまた？全国、全世界へ撒き散らされるのか‥

http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
212.19,39.65,671 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
7月20日の20時ごろF1:3号機の脇、
共用プール周辺で、また怪しい作業してたな。@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/623195963205685248 …
やっぱ、#共用プール も今かなり異常なんだろ。
地下の核燃料の暴走と伴に。 
https://twitter.com/ST0NES/status/623199831956176896/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
まぁあれだね

福島原発は人類史上最悪な状態。今の状態は、もしも再び地震や津波で汚染水タンク

が崩落し、高線量のベータ線で人間が近づけなくなり、どこにあるかも不明な、３基
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分の核燃料が「冷却不能」になれば、いずれ人類滅亡の危機。この事を何割の国民が

認識しているか？安保法制とか以前の問題

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
また来たかな…。
2015年07月21日　小名浜(オナハマ) 
https://twitter.com/cmk2wl/status/623175696588779525/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 10 時間10 時間前 
名無し(東京都)：2015/07/20(月) 23:36 ID:XXXXXXXX
ほんとだ、さっき出た時俺は感じなかったけどツイッターで磯臭いで検索するとめ

っちゃ出てくる

https://twitter.com/search?
q=%E7%A3%AF%E8%87%AD%E3%81%84&src=typd&vertical=default&f=tweet …
#南関東周辺で海の匂いツイート多い

AKIRA 2024さんがリツイート 
runa2012　 @runa20121 · 13時間13時間前 
昨夜からの空気おかしくないですか？今朝目が覚めたら結膜炎みたいに目やにがたく

さん。目がベタベタして治らない。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：07/20 20:48
Fibrodysplasia
フクシマは希ガスを含めてトータルで１日に５６０．６億ベクレルの放射性ガスを放

出している。通常運転の柏崎原発７基は年間で２３０億ベクレルを放出するから、２

．４４年分の放射性ガスをフクシマはたった１日で放出している。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
鎌原村を襲った土石なだれは、噴火が終わって（山頂火口からのマグマ噴出が止ま

って）数時間後、8月5日10時に前進する鬼押出し溶岩の先端から発生した。土石なだ
れは吾妻川に入って熱泥流に転化して、結局1490人を殺した。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
▼浅間山

・10年に1回M1噴火が起きる。登山しなければ死なない。
・その40回に1回がM3噴火に発展する。
・その2回に1回が（つまりはかなりの高確率で）M5噴火に発展する。逃げなければ2
万人が死ぬ。

・その20回に1回がM6噴火に発展する。逃げなければ20万人が死ぬ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
浅間山はどういうわけか、夏に大噴火する。1783年、1596年、1108年は、どれも8
月だった。1万5800年前の平原火砕流も夏に噴火したようだ。上越の山に雪がないとき
に火山灰が降り積もった。嬬恋軽石があさっての方角に降った。あさっての方角は夏

に起こりやすい。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：06/29 03:22
静岡県富士市在住

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=408060862726530&id=100005678581362 …
昨日娘が亡くなりました。原因ゎわかりません。小さい体にメスを入れるのゎ可哀想

https://twitter.com/cmk2wl/status/623175696588779525/photo/1
https://twitter.com/search?q=%E7%A3%AF%E8%87%AD%E3%81%84&src=typd&vertical=default&f=tweet
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408060862726530&id=100005678581362


なので解剖ゎやめました。心不全と言われました。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：06/27 08:43
福島県いわき市在住

https://www.facebook.com/panda.elf.5/posts/838458269575260 …
さっき突然入った情報で、いとこの子供が急死したとのこと。まだ２歳。原因は不明

だけど、突然心肺停止になって、そのまま亡くなったらしくて。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 23時間23時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 
名無し：07/15 00:28
https://twitter.com/modsbyun/status/620560327978020864 …
南相馬に帰る度に、知人が、白血病や、甲状腺ガンに、なっていることを、知る。こ

の一週間で、新たに3人。言葉がない。それでも、自宅に帰る準備をしろと、国は言う
。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 24時間24時間前 
名無し：06/13 12:20
石巻の仮設住民２割がぜんそくの疑い

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201506/20150613_13014.html …
…受診者の２割以上にぜんそくか、その疑いがあることが分かった。
#原因はカビｏバカにするな

https://www.youtube.com/watch?v=I5F59PkcDWM
Beautiful African Woman Plays Guitar In A Slightly Non-Traditional Manner 

https://www.youtube.com/watch?v=hZh-1eSM27c
African music - MASALA 

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 7時間7時間前 
福島の子供を描いたアニメが国際賞を受賞するも、日本のマスコミは一切報道せず！

作者は日本人学生！「Abita(アビタ)」 　http://youtu.be/KOlE6JxQ4us 凄く味のあるア
ニメ。凄い表現力・・・。Abitaは「浴びた」かな？不朽の名作

https://www.youtube.com/watch?v=Tn58-Nl9NYw
Stratovarius - Black Diamond

https://www.youtube.com/watch?v=R-ER5---jSk
Stratovarius - Destiny
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月21日10:15
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…見切り発車で逝ってきま〜す…☆
 



（７月21日）

http://85358.diarynote.jp/201507211548005048/

小難大吉。(‾ー+‾)ニヤリ
2015年7月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

温泉帰りに雨に降られて

全身濡れ猫の水難。(-"-;)

しかし降っても０.０４０μの

低線量。o(^-^)o

パリパリ新鮮な道産タマネギのカキアゲ無料つき美味しいソバとカレー喰ったから、

濡れ栗ネズミで喜んで自転車漕ぐさ〜…（そして帰ったら風呂直行！…？）

┐(’〜`；)┌
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月21日17:08
先ほど無事故で帰投。

例によって(^_^;)
私が玄関を閉めた途端。

雨が音を立てて本降りになりました…ヽ（・＿・；）ノ

…寝ます…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日0:05

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 5時間5時間前  
めいちゃんさんがリツイートしました Toyomi Sawada
 
１〜３号機のプールを合わせると１５００体弱の核燃料棒がある。

線量が高すぎて近寄ることもできないから、未だ放置されたまま。

一応、冷やしていることになっているけど。

実は私たちの命はずっと風前の灯状態。　奇跡に生かされてるだけ。
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（７月22日）　注意散漫。少し動いただけで、息が切れて苦しいです。(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201507221040284415/

息の根を止めろ…！／フクイチで何が起き
てる？ ／数分以内に住民は被曝死する／【War
Is Over】IS OVER？
2015年7月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

おはようございます。

０７／２２の、

０９：２２でした。

（＾＾；）

札幌の外気温２２℃。

夜半の荒れは無視してプラチナ色の眩しい曇天です…。
音楽はＣＤで聴いてたニコス・アンテュパスが悠宙舞に見つからないので、

検索の脱線おまけでこんな感じ…
https://www.youtube.com/watch?v=wKPtqhdSuSg
Διονύσης Σχοινάς - Το καλοκαίρι | Dionisis Sxoinas - To kalokairi - Official Video Clip 
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…文字はギリシャ語でワタクシまったく読めません。（＾＾；）が、
歌詞はむしろ「トカロケリ」とか、スペイン語？

に聴こえる…（＾＾；）…？

ギリシャの現代音楽も良いですよね、哀調に満ちたメロディラインで…♪
https://www.youtube.com/watch?v=vkrwAWTmH5s
Διονύσης Σχοινάς - Ομορφαίνεις τη ζωή μου - Official Video Clip 

さて。

昨日の午後、フクイチが更に悪化した、という情報は間違いないようです。

札幌の今朝の空気ですら、水蒸気に混入している分子だか原子だかが「重く、より有害な」もの

になってきています…どんどん濃くなる…。

…（〜〜；）…

長生きしたければ、なるべく、

「息をしない」ことです……（え）

（－－；）

お♪　あったあった…♪
https://www.youtube.com/watch?v=xq4v_k9adfE&list=PL60D6B2BF29B35752
Haris Alexiou - "Magissa" 

アグネス @agnes2001hisae · 2 時間2 時間前 
アノニマスが昨日のフクイチを動画にした！

http://youtu.be/H6GASNBqMeg

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：07/22 07:11
フクイチ、JNNがモクモクで視界ゼロなのに加えてついに長者原のライブカメラまで
モクモク状態。ちなみに気象情報によると現在のフクイチ周辺の天気は晴れw
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/623626388008927232/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3 時間3 時間前 
名無し：07/22 07:21

https://www.youtube.com/watch?v=vkrwAWTmH5s
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昨日の場合

気象:晴天
フクイチライブカメラ:モクモク
JNNライブカメラ:モクモク
長者原ライブカメラ:快晴
現在

気象:晴天
フクイチライブカメラ:モクモク
JNNライブカメラ:モクモク
長者原ライブカメラ:モクモク
事態が悪化してね？

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 3時間3時間前 
この３週間で東京在住の知り合いが３人急死されました。３人とも男性、４６歳、５

６歳、６２歳。朝、いつもの時間に起きてこないため、様子を見に行ったら冷たくな

っていたそうです。３人共です。５６歳の方は健康に気を遣われていつも元気だった

方です。http://bit.ly/WSSmCz

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：2015/07/21(火) 21:50 ID:XXXXXXXX
こんなに亡くなるものなのか？

沖縄お悔やみ情報 70歳未満
#真偽不明ｏ乞追加情報
2015年7月 
牧子様(41歳) 2015/07/… http://twishort.com/UkCic

amaちゃんださんがリツイート 
#tweet_radio @katsu232 · 4時間4時間前 
【原発工事３年で５千万円】新潟県刈羽村で、品田宏夫村長の父が取締役を務める原

子力関連会社が、福島第一原発事故後に柏崎刈羽原発関連工事を少なくとも約５千万

円分受注していたことがわかりました。→http://t.asahi.com/i3p4 （朝日新聞）#原発
#tweet_radio

尾崎清之輔＠新時代の幕開けに向けて @LiberalArtsBA · 4時間4時間前 
昨日のフクイチのライブカメラの映像は、衝撃的だった。４号機側からのクリアーな

映像が、地下での小規模な水蒸気爆発によって、アッという間に前面が一気に真っ白

http://bit.ly/WSSmCz
http://twishort.com/UkCic
http://t.asahi.com/i3p4
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07221


になってしまったからだ。（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07221 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
公明党が凍てつく『政党支持率の結果』、創価学会員による　「公明党バイバイ」の

デモは何を予兆するのか。（リュウマの独り言）

http://www.asyura2.com/15/senkyo189/msg/166.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
支援対象地域「避難する状況にない」〜規制庁が独自見解

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1947

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
名古屋・東山動物園で２歳の雌ライオンが甲状腺がんで死亡

２０１２年に動物園で誕生２０１３年に首の後ろ（右側）に腫瘍ができていることを

確認　ことし５月１１日に除去手術、翌朝、急性心不全で死亡　/　双子のライオンも
同じく、甲状腺に腫瘍

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/fukushima-dia-1.html#more …

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
では、「食べて応援」、「福島の食材は安全だ」と言って、多くの人々に食べさせた

、そのカーテンの向こう側に隠れている人々の「受益」とは何だろう。彼らの懐には

、多大なる利益が転がり込む。

「何も知らない人々に食べさせること」によって利益を得る人々がいるのである。ダ

ンディー・ハリマオ

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
11年1月には、新燃岳で大噴火が起こった（直後に東日本大震災）
14年11月には阿蘇山噴火が起こって噴煙が1500メートルに達したかと思うと、15年5
月29日には、前年に噴火がはじまった鹿児島県の口永良部島で大噴火が起こり、噴煙
が9000メートルに。つい先日のことだ。広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
川内原発 2009年にはじまった桜島の大噴火は、2010年以後、1000回を超える噴火を4
年間も記録し続け、昨年だけ爆発的噴火が450回へと半減したが、安心できるどころか
、逆に、噴煙の高さが3000メートルを超える噴火が16回を数え、爆発の規模はむしろ
拡大傾向にあるのだ。広瀬隆

http://www.asyura2.com/15/senkyo189/msg/166.html
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1947
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/fukushima-dia-1.html#more


cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
1951〜57年に計97回行われたネバダの核実験では、220キロ離れたセント・ジョージ
で大規模な癌発生事件が続出した。220キロといえば、福島第一〜東京駅、福島第一〜
釜石と同じ距離だ。核実験と原発事故は違うのでは？と思われがちだが、中身は同

じ200種以上の放射性物質。広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
2011年3〜6月の放射性セシウムの月間降下物総量は「新宿が盛岡の6倍」。
甲状腺癌を起こす放射性ヨウ素の月間降下物総量は「新宿が盛岡の100倍超」(文科
省2011年11/25公表値)という驚くべき数値になっている。
広瀬隆

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
TVで安倍首相が、また言ってた
「安保法案は、北朝鮮のミサイルもございまして、国民の生命を守る為です」←なら

、なんで日本海側の原発を再稼働するのか？　どこに飛んで行くかわからない性能が

悪い北朝鮮ミサイル。原発にブチ込まれたら福島原発事故どころじゃない。数分以内

に住民は被曝死する

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
原発という麻薬

「原発が立地する自治体の道県議６人が、地元の原発工事を受注する会社の役員や顧

問に就任し、報酬や株主配当を受けていた。原発工事受注額は、福島原発事故後も１

０億７千万円：http://www.asahi.com/articles/ASH7M5H97H7MUUPI001.html …」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623498585661833216/photo/1

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 15時間15時間前 
フクイチがガスを見られたくなくて照明を点灯しなくなったか、照明がもれないくら

い煙が濃いか 
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/623445540987011073/photo/1

放射脳な日々【生活の党と山本太郎となか… @je_elu_ul · 19時間19時間前 
ふくいちのこの状態をTwitterやってる一部の人しか知らないなんて本当に異常だよ、
日本は！ RT @jumpilikeyou: フクイチ、盛大に放射性ガス拡散中
2015.7.21
1:06AM 

http://www.asahi.com/articles/ASH7M5H97H7MUUPI001.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623498585661833216/photo/1
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/623445540987011073/photo/1


amaちゃんだ @tokaiamada · 24時間24時間前 
今回の台風でも、フクイチを管理する東電は最悪級の汚染水漏れを起こした

事故後、大半の台風や豪雨で同じことを繰り返していて、東電がフクイチ汚染水管理

を完全にやる気がなく放置三昧である事実を露呈している

東電のフクイチ管理は見せかけだけ

http://bylines.news.yahoo.co.jp/dandoyasuharu/20130918-00028211/ …
Yahoo!ニュース 
無管理同然、汚染水漏れ疑惑タンクが一気に拡大（団藤保晴） - Yahoo!ニュース 
台風による雨水がタンクエリアの堰を越える事態になったおかげで、東電がしてきた

管理は無かったも同然と判明、汚染水漏れ疑惑が一気に拡大しました。どんなに強弁

してもコントロール下にあるとは認められません。

https://www.youtube.com/watch?v=lTz24lgzlKA
Διονύσης Σχοινάς - REC - Φανή Αβραμίδου - Τι Τρελά Μου Ζητάς - VMA Version REC Mix 

amaちゃんださんがリツイート 
神浦 元彰 @kamiura_jp · 2時間2時間前 
防衛省は大学などの研究者に研究費の支給先の公募を始めた。最大で１件あたり３千

万円と高額だ。（文科省は１件当たり平均２００万〜３００万円）。マッハ５以上を

出す航空機のエンジン、ロボットや無人車両、画像認識など２８分野。（朝日新聞　

７月２２日　朝刊）影のスポンサーは米国防総省と思う。

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
黒人女性が勾留中に死亡、警察の対処に疑念の声 米テキサス
http://www.afpbb.com/articles/-/3055050 …
車線変更でウインカーを出さなかったことで逮捕、地面に叩きつけられ拘束、死亡

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
栃木の小学校　ママ友2人がLINEいじめで連続自殺の壮絶
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150717-00000004-pseven-soci …
佐野は放射能汚染地帯、低線量長期被曝が人々の心に何か影響を与えているような気

がする

カラパイア @karapaia · 12時間12時間前 
【RT200UP】 睡眠不足は敵と味方の区別がつかなくなる？人の表情を読み取る力が低

http://bylines.news.yahoo.co.jp/dandoyasuharu/20130918-00028211/
https://www.youtube.com/watch?v=lTz24lgzlKA
http://www.afpbb.com/articles/-/3055050
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150717-00000004-pseven-soci


下することが判明（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52196770.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/623472523275952128/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
こむぎが大好き @komugidaiichi · 6月15日 
こむぎが大好きさんがリツイートしました 名もなき投資家
「日本会議」は内閣閣僚の８４．２％

「神道議連」は内閣閣僚の９４．７％ 
「靖国議連」は内閣閣僚の８４．２％

だそうです。

戦前が目の前

ところで彼、【突然死】んじゃったんでしょうかね…？
https://twitter.com/kenshimada
War Is Over @kenshimada 

数日前から書き込みが、自動投稿ばかりになっています…

https://www.youtube.com/watch?v=DDihK7YFa7o
Anno 2070 Soundtrack (Full)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日10:56

War Is Overさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 15 時間15 時間前 
不謹慎かも知れないけど。

あと何年生きるかわからないけど、アタシはこの国の闇黒の終わりが見たい。どんな形で終わっ

て行くのか見たい。

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52196770.html
https://twitter.com/karapaia/status/623472523275952128/photo/1
https://twitter.com/kenshimada
https://www.youtube.com/watch?v=DDihK7YFa7o
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


だって歴史上、初めての原発事故と放射能汚染だよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日11:05
０

５

１

７

９００．奇数並び…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日13:04
札幌２６℃。

湿度 超〜高★(-_-#)★
注意散漫。

少し動いただけで、息が切れて苦しいです。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日16:08
いま九州に必要なのは、

原発じゃなくて、

【ノアの方舟】でしょう…
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（７月22日）　創価学会が公明党を捨て始めた。／…おかげさまで、最近バイト先の
陰湿イジメが自然消滅しまして…☆／言ったよね、私？　子どもには、コブ茶でもイソ
ジンでも、とにかく飲ませておけ！

http://85358.diarynote.jp/201507222305175097/

すべて自己責任／病名は「熱中症」、イットリウムが膵臓に集中

して臓器不全／すみやかな避難を要する猛烈汚染地域 東京都台東
区／日本政府がやったことは殺人。

2015年7月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (8)

おばんDEA〜TH。２１：５８。
「何かがすごく変」なのですが、もはや何が変なのか、変って何だったのか、

どんな状態が「変でない」のか…

思い出せません…
…ｗ（－－；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=ljXFL4dyDIk
Gundam Wing Opening 1 (HD) 

T. HIRANOさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201507222305175097/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507222305175097/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150722/85358_201507222305175097_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150722/85358_201507222305175097_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150722/85358_201507222305175097_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ljXFL4dyDIk


日本人ジョーク(bot) @Japanese_Joke · 7月21日 
「これが米国の母屋と離れです」

「はい」

「米国の離れが火事になったら、消火しないと」

「それはどこですか」

「ベトナムやパナマ、ソマリアやイラクやシリア等です」

「火を点けたのは誰ですか」

「米国です」

「日本の役目は」

「放火魔にガソリンと薪を命を賭けて送り続ける事です」

札幌は日が落ちても２６℃ぐらい？

まさに「関東の梅雨どき」！という感じで…

異様に蒸します。（〜〜；）

札幌は４夏目ですが…
こんなの初めてだわ…★
https://www.youtube.com/watch?v=U4PVKctv6iM
ガンダムW　OP2　HD 

AKIRA 2024さんがリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12分12分前 
熱中症：１週間で6,165人
「熱中症で、先週1週間に救急搬送された人は、2015年最多の6,165人　2014年の同じ
時期に比べて、およそ2倍、死者は14人」（報道：http://www.fnn-
news.com/news/headlines/articles/CONN00298095.html …）

AKIRA 2024さんがリツイート 
忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 25 分25 分前 
こういうのは

昏睡か

死んでいる

たいがいは・・・・

（急性の循環器障害／脳や心臓／無傷とはおもえない）

https://www.youtube.com/watch?v=U4PVKctv6iM
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00298095.html


@_Ninjya_ 

neko-aii @neko_aii · 28分28分前 
被曝から老化し免疫力低下して症状が出るまでのメカニズム

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1b0273b33a420efc9f0db2e8c5024846 …
被ばく症状

頭痛、めまい、耳鳴り、鼻血・鼻水、抜け毛、目の異常

目の下のくま、口内炎、首のこわばり、リンパのはれ

甲状腺のはれ、のど（チクチク,イガイガ,ヒリヒリ,痛い）

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 28分28分前 
大阪府内はウラン２３８に対するウラン２３５の比率が通常より大きくなってしまっ

ている。

つまり、人工的に発生したU235がばら撒かれている状態。
更に、大阪府内の中でも最もU235の比率が高いのが、震災瓦礫を焼却していた此花区
である。

http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
misaki@liamisak_ · 1時間1時間前 
福島特有の？爆発的な「海霧」ねえ・・・イキナリ、真っ白みたいな？

それと「１回だけ突き上げるような地震」ふーーん。そんな地震が世の中にあるん

だあ。フクイチ・シンドロームで、地下爆発

http://twilog.org/liamisak_/search?
word=%E5%9C%B0%E4%B8%8B+%E7%88%86%E7%99%BA&ao=a&page=2 …
東京など日本各地でも同様の地震が311以降あるのは？

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
2015年7月16日19時〜20時
地下で爆発した直後の映像だから削除したんだろ？@meti_NIPPON
http://twitter.com/ST0NES/status/623090336739373056 …
で、何ヶ月も現場が揺れて倒れそうな排気塔を修理中か？@TEPCO_Nuclear

AKIRA 2024さんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 1時間1時間前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1b0273b33a420efc9f0db2e8c5024846
http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301
http://twilog.org/liamisak_/search?word=%E5%9C%B0%E4%B8%8B+%E7%88%86%E7%99%BA&ao=a&page=2
http://twitter.com/ST0NES/status/623090336739373056


戸谷真理子さんがリツイートしました CAN
空間で４μSv/h超え　 栃木県那須塩原市 那須野が原公園・・・・・・・・・・ 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【山形県 警報情報 2015年07月22日 21:11】
村山では、２２日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

［東南村山］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【山形県 竜巻注意情報】
山形県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は22日21:10まで有効です。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2 時間2 時間前 
〔東北電力〕山形県の約13400軒で停電(22日19時30分現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150722-00000011-rescuenow-soci …
東北電力によると、山形県の広域で停電が発生しています。現在、復旧作業が行われ

ています。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
このぶんだとhttp://twitter.com/ST0NES/status/623821223785467904 …
おそらく今のF1は今月に入って地下で何度も大規模な爆発を繰り返していて
もう汚染水蒸気だけでなく粉塵、噴煙も伴うほどヤバイ状況とおもう。

東電は火事だのゴマカスが

3号機の横の排気塔は爆発の衝撃で倒れそうなんじゃないのか？

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 2時間2時間前 
F1中性子水蒸気の噴出が止まらない。F1ライブカメラを見れば明らかだが、何故政府
はライブカメラを停止しないのか？

おそらく、政府官邸内、東電あるいは官僚の中に心有る人間が居て、気付いてくれ！

と云う気持ちの表れなのだろう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150722-00000011-rescuenow-soci
http://twitter.com/ST0NES/status/623821223785467904


AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2時間2時間前 
大阪湾でも「藻の匂い」

線量計鳴った。ヨウ素？

〜

7/22 18時頃、線量計が鳴った@兵庫。瞬間0.41指してから0.20へ下がった。雨上がり
のタイミング。今は0.16
小規模なプルームが雨で落ちてくるのか？

昨日からフクイチが更におかしいらしいし。。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2012/7/13
すみやかな避難を要する猛烈汚染地域

”東京都台東区　185万2千ベクレル／平方メートル”　
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e34cad711ac93211be19db37cfad2843 …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は22日19:20まで有効です。

neko-aiiさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6時間6時間前 
@marina___35 #眠り病
耐えがたい眠気

最後には道で、ベンチで、運転席で

意識をもっていかれ寝ます 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 7時間7時間前 
Toru_Nanさんがリツイートしました Terra
そうだよ、毎週末、内房へ釣りに行って、釣れた魚を食べてた叔父は、釣りに行く準

備をしながら、脳梗塞であっけなく逝ってしまったよ。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 8時間8時間前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e34cad711ac93211be19db37cfad2843


@ufg2011 こ、これは、、、、
１〜３号機のプールもいよいよ危ないんだけど、どうしようもないんです、、、って

ことをこっそり汲み取って下さいって意味？

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 8時間8時間前 
殺す気だね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
311のとき国はいろいろなものを差し押さえた
ヨウ素剤、ガイガーカウンター（海外から送られたもの）

ペットボトルのウォーター

それらはいったいどこに行った

ミネラルウォーターは永田町に豊富にあったとの情報も

福島医大医師にのみ極秘配布

http://fukushimabadge.blog.fc2.com/blog-entry-257.html …

ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 10時間10時間前 
『３１１直後、安定ヨウ素剤を即出荷停止にし、東京都民を大量被爆させたのは一体

何者か！？』

⇒ http://amba.to/1KjBm6V 
ヨウ素剤の配布をしなかった事といい

SPEEDIのデータを公表しなかった事といい
意図して行なわれた確信犯の仕業だろうと

深く疑っています。

amaちゃんださんがリツイート 
ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 10時間10時間前 
『３１１直後、安定ヨウ素剤を即出荷停止にし、東京都民を大量被爆させたのは一体

何者か！？』

⇒ http://amba.to/1KjBm6V 
ヨウ素剤の配布をしなかった事といい

SPEEDIのデータを公表しなかった事といい
意図して行なわれた確信犯の仕業だろうと

深く疑っています。

http://fukushimabadge.blog.fc2.com/blog-entry-257.html
http://amba.to/1KjBm6V
http://amba.to/1KjBm6V


ブログ記事削除されちゃいましたさんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 5月10日 
BASILさんがリツイートしました あきらりつこ
（再）↓この話は事実。私もご本人から聞きました。

https://twitter.com/akirarituko/status/438105397514092544 …
「東京都医師会の防災担当の医師は…1万錠の安定ヨウ素剤を追加手配したが、6千錠
は国に差押えられ4千錠は…返品させられた…」 @akirarituko

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：07/22 12:27
二人の選手を失ったセルビアのイヴァン・トミッチ監督は「この大会のオーガニゼシ

ョンはどうかしている」と試合の続行を拒否。

熱中症で2選手が救急搬送…夏場の大会運営見直しが必要か／国際ユースサッカー新潟
http://htn.to/C6zxR4

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10時間10時間前 
"mtkws_: しゃけ食べて歯欠けたwwwwwwmもういよいよ歯医者行かなきゃなんだけど
いきたくねえな"
#破壊線
↓鮭だか食べて破壊線により破壊された口内

直ちに破壊

破壊線

ただの事実 
https://twitter.com/hunterkani/status/623701004094058496/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
数日間は「風向き」に注意した方が良いですね。

自分の住んでる地域までの風向き

ガンマ線核種ならモニタリングポストの数値に異常が出るけど、ベータ線核種が水蒸

気のように上空に拡散していても、線量計の数値には表れない。すべて自己責任。

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 14時間14時間前 
@rigged_election @tokaiamada 子供の突然死の情報も多く入っています。
布団の中で亡くなるケースです。

http://geiger.grupo.jp/blog/793765

https://twitter.com/akirarituko/status/438105397514092544
http://htn.to/C6zxR4
https://twitter.com/hunterkani/status/623701004094058496/photo/1
http://geiger.grupo.jp/blog/793765


AKIRA 2024さんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 19時間19時間前 
某核物理学者：「今までは３号機の溶解デブリからの湯気だったが、昨日の水蒸気爆

発は、１号機または２号機のデブリが地下水脈に接した可能性もある！デブリが２個

になった…鴨。」（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07221 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 7月21日 
ともかく今年の夏は、老若男女が熱中症でバタバタ倒れてゆく。病名は「熱中症」

でも、実態は、ストロンチウムが核変したイットリウムが膵臓に集中して臓器不全を

起こす新型の疾病だ。（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07211 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 7月21日 
1889本もの放射性廃液を大阪の浜寺公園の対岸で貯蔵しているが、南海大地震で電源
喪失して冷却できなくなったら、ウラルの核惨事みたいに核爆発するんじゃないか？

そうしたら大阪平野はアウトだな。風向きにもよるが

　http://sekaitabi.com/uraniumjp.html 劣化ウラン貯蔵マップ（日本）

AKIRA 2024さんがリツイート 
cheesaka @cheesaka · 7月21日 
放射性物質の予防ポイントは似た栄養素を先に摂ること

ストロンチウム90⇔カルシウム
ヨウ素131⇔ヨウ素
セシウム137⇔カリウム
プルトニウム239⇔鉄分
コバルト60⇔ビタミンB12
http://s.ameblo.jp/kurashi-nizi/entry-12029037521.html … 
https://twitter.com/cheesaka/status/623463920548777985/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 7月20日 
フクシマは希ガスを含めてトータルで１日に５６０．６億ベクレルの放射性ガスを放

出している。通常運転の柏崎原発７基は年間で２３０億ベクレルを放出するから、２

．４４年分の放射性ガスをフクシマはたった１日で放出している。北風の時には放出

されたガスが首都圏に来たりするが、誰も怖がっていない

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07221
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07211
http://sekaitabi.com/uraniumjp.html
http://s.ameblo.jp/kurashi-nizi/entry-12029037521.html
https://twitter.com/cheesaka/status/623463920548777985/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 7月20日 
福島原発爆発の時、日本政府がやったことは殺人と変わらない

オーストラリア国営放送（ABC）
http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/517.html …
日本政府は、米軍に放射能拡散情報を渡し、国民に隠した。

「知らずに汚染レベルが高い地域へと避難」

https://twitter.com/xciroxjp/status/420184317076054016/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
三悔堂 @san_kaido · 5月27日 
マーガレットの帯化(那須塩原市5/26)②
右は４つの花茎が帯状に繋がったまま成長し，途中で２つに別れて２つの花がつなが

って咲いた。左は４つの花茎がそのまま成長して繋がって花が咲き輪の様になった。

空間線量0.5μSv地点(地上高1m) 
https://twitter.com/san_kaido/status/603513371934130176/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=cKLK13LBxSE
新機動戦記ガンダムW Endless WaltzのOVA版EDと特別版のEDをつなげて、ヒイロたちのその後
っぽくしてみた 

AKIRA 2024さんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 2時間2時間前 
boさんがリツイートしました ぽんきん
’安倍の存在に飽き飽きしたところに颯爽と出てくる為政者が怖い’
https://mobile.twitter.com/pon_kin/status/623783585909112832 … 

ブログ記事削除されちゃいましたさんがリツイート 
AMARI シリウスの愛の戦士たち @ilovejesus12122 · 3時間3時間前 
@wantonblog フクイチ直前に韓国政府は大量の安定ヨウ素を仕入れていた��素晴ら
しい予知能力者がいるらしいね��

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 3時間3時間前 

http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/517.html
https://twitter.com/xciroxjp/status/420184317076054016/photo/1
https://twitter.com/san_kaido/status/603513371934130176/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=cKLK13LBxSE
https://mobile.twitter.com/pon_kin/status/623783585909112832


武田邦彦先生や小出裕章先生などが沈黙を守っているように、あなたも沈黙するとよ

いのです。

日本人が何人死のうが、自分だけは長生きできるように努力し、工夫して、沈黙すれ

ばよいのです。

要するに、飯山先生。あなたが黙ればフクイチの問題は解決するのです。

坂井 泉水

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【防衛省 試験飛行中のドローンが行方不明】
防衛省によりますと、防衛省が22日午後、東京・新宿区の敷地内のグラウンドで試験
的に飛行させていた小型の無人機「ドローン」が、風の影響で制御不能になり、敷地

外に出たまま行方が分からなくなったということです。

https://www.youtube.com/watch?v=Scl1VzW4mfI
[MAD][新機動戦記ガンダムW] Gundam Wing - Endless History 

…おや、そういえば、今週末？は、映画を見損なったぞ…★

https://www.youtube.com/watch?v=E9bryevj8mQ
ガンダムW　Endless Waltｚ

ブログ記事削除されちゃいましたさんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi · 11時間11時間前 
創価学会が公明党を捨て始めた。現段階で創価学会会員の1/3が公明党が離反したこと
になり、この動きは加速する可能性も大きい

。http://blog.livedoor.jp/pegasus2011/archives/8060241.html …

…おかげさまで、最近バイト先の陰湿イジメが自然消滅しまして…☆ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=OsEURrQ0c-s
［高音質］LAST IMPRESSION　歌詞付き

https://www.youtube.com/watch?v=9W2XvskMi2s
新機動戦記ガンダムW 宇宙でウイングゼロ受け取り‐

https://www.youtube.com/watch?v=Scl1VzW4mfI
https://www.youtube.com/watch?v=E9bryevj8mQ
http://blog.livedoor.jp/pegasus2011/archives/8060241.html
https://www.youtube.com/watch?v=OsEURrQ0c-s
https://www.youtube.com/watch?v=9W2XvskMi2s
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日8:38

AKIRA 2024さんがリツイート 
すけろくちゃん 2012 @wat · 10時間10時間前 
被害者のあなたが自責して死ぬ理由なんかあるものか。私はあなたを死なせない。死なせるわけ

にはいかないんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日8:45

neko-aiiさんがリツイート 
日本のために @izimo_ssp · 2014年7月9日 
@basilsauce @emadaioh @akirarituko 
国が人体実験をする為に、わざと被曝剤を押収した証拠です。

当時医師団意外にも、地元役場に政府から謎の電話が政府から

入り、絶対に配るなと司令された報道もありました。自民党のバックが

そういうテロをした様子で
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日8:45

neko-aiiさんがリツイート 
日本のために @izimo_ssp · 2014年7月9日 
@basilsauce @emadaioh @akirarituko 
他にもイラン政府がくれたヨウ素剤も行方不明です。六千錠あったはずで。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日8:46
言ったよね、私？

ヨウ素剤は人数分も無い。絶対いきわたらない。

子どもには、コブ茶でもイソジンでも、とにかく飲ませておけ！

…って…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日0:08

AKIRA 2024さんがリツイート 
KEIKKO @Keikkodayon · 5月24日 
@basilsauce @yunishio @akirarituko 私は調剤薬局を複数経営していた商売上手な方に嫌み半分で
買占めたりしてないでしょうねぇ？と言ったら「即、出荷停止になったよ。偉い人が使うんだろ

」と聴きました。そんな質問したのはうがい薬とかを飲む人がいたようなので

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日0:11
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AKIRA 2024さんがリツイート 
日本のために @izimo_ssp · 2014年7月9日 
@basilsauce @emadaioh @akirarituko 
国が人体実験をする為に、わざと被曝剤を押収した証拠です。

当時医師団意外にも、地元役場に政府から謎の電話が政府から

入り、絶対に配るなと司令された報道もありました。自民党のバックが

そういうテロをした様子で

AKIRA 2024さんがリツイート 
外に開かれていない世界はオソロシイ @matomame_tw · 2014年2月28日 
@akirarituko @leone1962 ええええ！　そうだったのですか！　医師会は都民の健康を守ろうと
した。しかし国と都が医師会の守ろうとする動きを封じ込めた。結果的に都民は被爆。日本行政

唯一の「ぶれない軸」は「棄民政策」ですね。徹底的に実行されている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
どどいつ文庫ぴゃむ寒むぅ @dobunko · 2014年2月26日 
どどいつ文庫ぴゃむ寒むぅさんがリツイートしました あきらりつこ
2011年3月16日スポニチ「仏政府が自国民の日本脱出へ臨時航
空便」http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/03/16/kiji/K20110316000437490.html … 「安定
ヨウ素剤１万個、在日フランス人用に運ぶ」・・RT @akirarituko 東京都民はヨウ素剤を貰えず被
曝した。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ユーモレスクの丘 @TheNewYokohamar · 2014年2月25日 
“@blackswanJAP：@akirarituko @ishikawakz　残りの4000錠の行方はこれじゃないでしょ
うか？ 必見！届かなかった安定ヨウ素剤・・・福島医大医師にのみ極秘配
布http://fukushimabadge.blog.fc2.com/blog-entry-257.html …”
確かに県立医大4000錠となってますね。
 

AKIRA 2024さんがリツイート 
あきらりつこ @akirarituko · 2014年2月24日 
「覚えておこうね」

東京都医師会の防災担当の医師は、福一の全電源が喪失した晩、１万錠の安定ヨウ素剤を追加手



配したが、６千錠は「国に差押えられ」４千錠は都の指示で「足並みを揃えるために販売元に

返品」させられたそうだ。放射性プルームは東京に到達。東京都民はヨウ素剤を貰えず被曝した

。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日0:15

AKIRA 2024さんがリツイート 
蒼穹 @ginryuuou · 12時間12時間前 
大袈裟のようで本気で地球にいたくなくなったんだけど。。日本だけでなく。。支配されてるの

に心底拒絶反応が出て来た。狡猾で残酷すぎるお前たちは。毎日のように血を流してなくなる中

東の子供達の写真。こんなこと異常なことだよ！同じ人間なのに！部族や宗教の違いで争いが起

きてるわけじゃなかった
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（７月23日）　バイトは中番。全国的に脳ベクレ傾向が顕著。細野が京都で瓦礫受け
入れ反対の市民にもう被曝しているんですよと言ったのは憶えてますよ。

http://85358.diarynote.jp/201507230904202490/

フクイチの現実 ／気象庁利権／トリチウムで子
供がガンになって／殺される／時間もうないよ

ボケェ。

2015年7月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
う〜ん。今日の天気予報がサイトによってずいぶん違う。警報じゃないから、お抱え

気象予報士ごとに違っていいのかな。

おはようございます。

０８：１６。バイトは中番。

札幌は湿度超高！

気温は２２℃…
土砂降り？の予報を無視した高い雲のどんよりした曇天。

http://85358.diarynote.jp/201507230904202490/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507230904202490/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150723/85358_201507230904202490_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150723/85358_201507230904202490_2.jpg
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土砂降り？の予報を無視した高い雲のどんよりした曇天。

暑いのか寒いのか判りません…
…（－－；）…

音楽は昨夜の「ひろいもの」の続きでこれ♪

https://www.youtube.com/watch?v=WstlIR-M7Sc
ElbtonalPercussion - "Paradies" 

…まぁ、死ぬ（被曝で殺される）までは生きるさ。
…未だ知らなかったステキな音楽が、たくさん聴けるからね…☆
https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk
ElbtonalPercussion plays Stewart Copeland / The Gene Pool (feat. Benny Greb) 

黒蜜タルト SEALDs @tart_k · 1 時間1 時間前 
毎時25シーベルト。これがフクイチの現実 。#NHKが報道しない事 #アベ政治を許さ
ない

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1 時間1 時間前 
警報の専有が、気象庁利権の最後の砦なのね。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
いまの法律で噴火予知は、気象庁あるいは気象庁の許可を受けたひとだけがするとゆ

ってる。で、肝心の気象庁は、噴火でも噴火とは言わないとか、ねぼけたことゆっ

てる。天下泰平だ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
昨年9月の御嶽山噴火を経験した私たちがなすべきことは、次の二つのどちらかのはず
だが、不思議にどちらもなされない。

1）噴火警報は出せないから廃止する。
2）噴火警報を出せなかった気象庁を叱る。
それなのに、次をしてる。

3）火山観測を充実する。
おかしなもんだ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
(実話)霞ヶ関付近にある病院の放射線管理区域のブザーが48時間鳴りっぱなしだったそ
うです。

https://www.youtube.com/watch?v=WstlIR-M7Sc
https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk


http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/447.html …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
これだと、死ぬかもしれないときは気象庁が警報を出して教えてくれると思っちゃう

人いるだろうね。しかし自然はそんな甘くない。殺されるときは殺される。昨年9月の
御嶽山をみよ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
はっきり理解すべきです！

日本がTPP条約を締結後、たちまち、日本の健康保険医療体制は米国保険産業の利権
を侵すものとして提訴され廃止される

ヘビに噛まれたら1900万円の請求書は、必ず日本でも再現されます
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/445.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
３１１直後、安定ヨウ素剤を即出荷停止にし、東京都民を大量被爆させたのは一体何

者か！？（wantonのブログ）
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/463.html …

War Is Overさんがリツイート 
mio. @Hyxm10ch · 8時間8時間前 
電車でゾンビみたいに倒れてる人おる

これは気を失ってますね

War Is Over @kenshimada · 8時間8時間前 
War Is Overさんがリツイートしました charley
死者は関東に集中してますね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
アメリカ：シカゴでは「トリチウム」が原因で、100人以上の子供が、ガンになったと
して、訴訟も起こってる。

原発事故が起きて「トリチウム」が飛散したわけではなく、通常の原発から排出され

ていたトリチウムで「飲料水」が汚染されたのが原因だ、という訴訟。トリチウム

は「水と分離できない」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
トリチウム：β線核種

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/447.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/445.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/463.html


「汚染水からは除去装置でも水と分離できないので、福島の汚染水タンクに保管され

ている核種。遺伝子DNAを壊す」海に漏れてるので、雨と共に降って来ると元京都大
学の小出さんが2011年夏から警告していたβ線核種

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623860268943044608/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 9時間9時間前 
@k2cyan 最近雲が低いんだ。今日の淡路島は山からどんどん雲が下りてきて観覧車の
半分が雲にかかっていた。湿度100パーセントと、雲の高さ・・・因果関係がありそう
な気がする。

War Is Overさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 9時間9時間前 
どんだけ鈍感なんだよ

東京の人間をよく見てごらん

目玉の飛び出しちゃってる甲状腺眼症

目の下クマ　酷い顔色

救急車のサイレンがやたら聞こえてきて

あっちこっちで急病人発生　電車のダイヤ乱れまくりじゃん

長い戦いだって？ 　そんな悠長なことしてる時間もうないよボケェ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
今日、7月22日 10時〜13時
福島第一原発：４号機側のカメラ。早送り動画

（https://www.youtube.com/watch?v=2TwOOMybJM8 …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
「食べて応援」

最近は聞かなくなったけど、当時から、がんばって「食べて応援」していた人は、そ

ろそろ体内の累積値が満タンになるころですね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623846613467856896/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
maria @maria47434 · 7月21日 
mariaさんがリツイートしました onodekita
高濃度汚染で危ないから除染した土なのに

それを建築資材に入れるだと！？

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623860268943044608/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=2TwOOMybJM8
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623846613467856896/photo/1


また殺人国家のテロがはじまりそうだ。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 7月21日 
細野が京都で瓦礫受け入れ反対の市民にもう被曝しているんですよと言ったのは憶え

てますよ。被曝の詳細データを知っているはずですから色々勘ぐりました。だとする

とその時点で関西もアウトと言うことになりますがね。@EUCALYPTUS_70ml

AKIRA 2024さんがリツイート 
たゆたう浮き草 @next_door_a_mi · 7月21日 
うわっ〜！

今日のふっちゃんはひどい状態！

前が見えない。

皆さん気をつけて〜〜！！！！

家の中でもマスク！！

いや、マスクで防げるのだろうか。 
https://twitter.com/next_door_a_mi/status/623452089486708736/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月12日 
名無し：07/13 00:08
wiz676
私の友達がNZで出会った元政府関係者の妻が言っていたそうですが日本は深刻な汚染
状況でこれを国民に知らせたらパニックになるので情報操作を決断したそうです。

PM2.5も…放射能問題を打ち消す為にあえて今になって煽っているそうです。

neko-aiiさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 7月9日 
以前三陸ホタテのベトナム行きの件をツイートしたけれど、実際はホタテだけではな

く福島県の水産物はほとんどベトナムへ行っている。日本産水産物は規制解除された

国も多くあるが（あるいは条件付き解除）、実際は引き取り手はベトナム以外いまだ

現れないのが現状。水産界にとってベトナムは上顧客。

https://www.youtube.com/watch?v=BpSqVZrx2jo
Ghanaia 

https://twitter.com/next_door_a_mi/status/623452089486708736/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=BpSqVZrx2jo


amaちゃんださんがリツイート 
保坂展人 @hosakanobuto · 13 分13 分前 � 東京都 世田谷区 
おはようございます。台風が近づいてきて雨模様となっています。東京五輪・パラリ

ンピックの新国立競技場の建設計画が白紙撤回されたが、戻らないものあります。旧

施設を行かして改修しようというリノベは解体で不可能となったし、豊かな緑として

潤いを与えていた樹木1764本も伐採されてしまった。

War Is Overさんがリツイート 
GuciYama @GuciYama · 8時間8時間前 
話の中で透明空気な存在、在日米軍

AKIRA 2024さんがリツイート 
あんごう(脱原発／脱被曝) @ichinang · 7月21日 
やつらは本気だよ。諦めない。私たちの子供を皆殺しにしてでも絶対に福島被害を隠

し通す気なんだ。

本気度が違う。

まー何とか大丈夫なんじゃない？とどこかで思ってる人たちとは本気度が違う。

War Is Overさんがリツイート 
にきたついっぽ @Nikitatsu_Ippo · 7月20日 
東京オリンピックは返上になって、国費はフクイチに集中されるんやて。

→「2020年東京五輪が開かれない可能性（開催権の自主返上）をマスコミが早々に言
い出した（寺島実郎に言わせた）のは、日本の政治が急変する前兆である。（飯山

一郎） 」http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07201 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 7月17日 
シーなんとかの中央アカウントは

アカウント作成と同時に

「放射性廃棄物広域処理に反対しているアカウント等」をブロックしていました。

つまり

そういうことです。

https://www.youtube.com/watch?v=uzlcxuk5N-U
LI 

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07201
https://www.youtube.com/watch?v=uzlcxuk5N-U


https://www.youtube.com/watch?v=6lM-_AHhXk8
Elbtonal Percussion "Urban Drums“ Trailer 2015 

…なんて、気分にピッタリ。な、音楽…

（被曝してでも）　長生きは、するもんだ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日10:35
頭、ボ〜っとする…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日14:45
全国的に脳ベクレ傾向が顕著。

(・_・;)

空気が帯電？してる。

湿度は高いのに、静電気状の？電子がビシバシというか…

無指向性の荷電粒子砲な感じ？

(∋_∈)
 

https://www.youtube.com/watch?v=6lM-_AHhXk8
https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月23日）　余命宣告はなされた。あとは、自分の人生の幕引きを考えよう。

http://85358.diarynote.jp/201507240041519928/

日本は原発事故があると安定ヨウ素剤を即 出荷停止にする国／こ
れが臨界でないならどう説明するのか？

2015年7月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

おばんです。２３：３４。

体調と機嫌はいいですよ？

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 8 分8 分前 
福一の３号機が今月７回もスパイクしていたという実際のグラフ、ありがとうござい

ます。

きちんと見てみます。

これが現実ですね。。。

そうなのですよね。

どうしましょう。ちょっとうろたえています。すっかり正常性バイアスにかかったま

http://85358.diarynote.jp/201507240041519928/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507240041519928/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150724/85358_201507240041519928_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150724/85358_201507240041519928_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150724/85358_201507240041519928_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


まなので、最近は。　

@akira_pt4ever

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 26 分26 分前 
連日、報道が「東芝」

東芝は家電メーカーという感じじゃないから、今は。それはサザエさんの昔の話。　

今は「半導体」と「原子力分野」の売り上げが高く、事故を起こした福島原発の１

号機〜２号〜３号機などの「プラント」が、東芝製だよね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 51分51分前 
2012-11-11
あの軽井沢が、こんな事になるなんて

軽井沢の別荘を所有されている方が

周辺の落ち葉を燃やして焚き火。

周りの人達が次々と鼻血を出したと

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8d8509eca1271dc5ae2faf32991ec02a …
ただでさえセシウムの高い落ち葉

燃やすと更に１０倍から３３倍に濃縮する

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2013年07月25日
「ためしてガッテン」２週連続被爆症状特集

そこまで焦って特集するくらい

危険が迫ってるのでしょう

川崎在住ですが

セミの声が全くきこえません

ですが、マンションの外に面した共用廊下や

非常階段に死骸が転がり

鳴く前に命が尽きてしまっているようで不気味

AKIRA 2024さんがリツイート 
War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
吸い込んだセシウムが放射線を発射しながら血管の中を流れるとどうなるか。血管の

内側の壁が次々破壊される。すると、血管壁の中からアテロームという粥状の脂肪が

浸出し、これが心筋梗塞や脳梗塞の原因となる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8d8509eca1271dc5ae2faf32991ec02a


AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 2時間2時間前 
短期間に３号機が何度もスパイクするのは、去年の５月と同じ状況。

http://fukuichi.mods.jp/?
p=37&fname=p34.csv&cnt=3000&update=%E6%9B%B4%E6%96%B0 …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2時間2時間前 
フクイチ井戸 7/22スパイク 水蒸気モクモクのツイート多数の時
これが臨界でないならどう説明するのか？

http://fukuichi.mods.jp/?p=37&fname=p34.csv&cnt=50&update= …更新 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/624201567474823169/photo/1

higeoti @higeoti · 2 時間2 時間前 
★デブリが２個になった可能性★

これは２１日のことだ。

フクイチが揺れている

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H6GASNBqMeg …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2時間2時間前 
山中湖 湖面這う虹
http://www.sannichi.co.jp/article/2015/07/23/00064611 … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/624202305420726272/photo/1

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 2 時間2 時間前 
そして何もなくなった・・・ 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450523509203017728/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 3時間3時間前 
７月２１日１８時１７分ごろ、福島で地震（M:5.0）があった。この地震の震源地は、
じつは、フクシマ第一だった！

地震のあと、フクイチはケタ違いの「大臨界地獄」に変身した。（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07232 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
mmkid @MORIMORIKIDS · 3時間3時間前 
電 通は、東 電とカ ゴメと組んで南相 馬に開放型のトマトハウスを建設中。狂った馬

http://fukuichi.mods.jp/?p=37&fname=p34.csv&cnt=3000&update=%E6%9B%B4%E6%96%B0
http://fukuichi.mods.jp/?p=37&fname=p34.csv&cnt=50&update=
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/624201567474823169/photo/1
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H6GASNBqMeg
http://www.sannichi.co.jp/article/2015/07/23/00064611
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/624202305420726272/photo/1
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450523509203017728/photo/1
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07232


鹿どもとしか言えない →同胞を食い物にして金儲け…という世界一の悪質さ！カゴ メ
製品はリスクが高いです。他 http://inventsolitude.sblo.jp/article/46082335.html … ずく
なしの冷水

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4 時間4 時間前 
早川由紀夫さんがリツイートしました 国土地理院地理地殻活動研究センター
火山噴火予知連絡会は気象庁長官の私的諮問機関だから、国土地理院は火山に関して

その傘下で業務することにしたというわけか。そのほうが予算配分が便利なんだ

ろな。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
23日19時：大湧谷
カメラが設置してある窓に、雨粒と共に火山灰らしき汚れが、いっぱい付着してる。

阿蘇山と同じ。また小規模噴火してるんだろね。でも絶対に、箱根は「噴火認定」し

ない

御嶽山のような事があったら、誰が責任を取るんだろう 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624175208887222272/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：07/21 23:33 ID:-
今更言うのもなんだが知り合いのドイツ人が「帰国命令が出たのは日本の公の発表と

ドイツ本国の計測では数十〜数百倍の違いがあったためだ>と言っていた」
彼らの住んでいた所は国立競技場のすぐ近く…

AKIRA 2024さんがリツイート 
むぎチョコ @kid_kira · 7時間7時間前 
座席に座って寝てるそこのおっさん？(^_^;
血が出てるならちゃんと止血してよ…
電車の壁とか手すりとか肘置きに

血痕がすごいついてんだけど…
いろいろとダメだからさとりあえず止血しよ？

AKIRA 2024さんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 10時間10時間前 
被曝すると活性酸素が体内で大量発生する。ヒドロキシルラジカルという最も破壊力

の強い種類だ。血管にダメージを与えて出血や循環器疾患を誘引し、細胞膜を破壊し

て老化を促進させる。抗酸化物質として、煎って還元した自然塩の摂取が活性酸素対

http://inventsolitude.sblo.jp/article/46082335.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624175208887222272/photo/1


策に極めて有効。一方砂糖は酸化を促進させる毒物だ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
この光はいったいなんだ？と海外のサイトで話題に。

証明にしては明るすぎて、方向性もない。

Corium (nuclear reactor) 
https://twitter.com/cmk2wl/status/624068469001031680/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 12 時間12 時間前 
@damerin468 @masu_cutss23 
焼き鳥の鳥の餌に

ストロンチウム魚粉が

AKIRAさんがリツイート 
June (Junna) @myremin · 7月22日 
引用２：

この放射化の怖さは、今のところまったく問題にされていないが、ちょっとでも被爆

した日本人が海外へ行けば、海外の人が５m以内に近づけないほど、海外の人は悪影響
を受けるというほどなのである。５m以内に近づくと、気分が悪くなったり頭痛を感じ
るというのである。

AKIRA 2024さんがリツイート 
hannna @hannahumming · 7月21日 
母の所に来た神戸で教師をしている人から偶然聞いた話。【文科省から、これから癌

が増えるから調べるように】というお達しがあった。

うーん、全国の内部被爆が進行しているのを知っていて、給食も放射性物質混入を禁

止せず食べさせ、ただ癌の発生だけを知ろうとする。

子供を守らない国は消滅する

AKIRA 2024さんがリツイート 
ペタポプマン @petapopman · 7月20日 
http://getnews.jp/archives/1051677 …
日光から子供を守りすぎて、くる病増加だそうな。どう考えても、ストロンチウム90
が子供の骨に蓄積して、カルシウムの吸収を妨げてるとしか思えないが…。また、新
手のごまかし伏線症例を考えてきおったなぁという感じ。

https://twitter.com/cmk2wl/status/624068469001031680/photo/1
http://getnews.jp/archives/1051677


War Is Overさんがリツイート 
Miko 65 @MikoBOT · 7月20日 
また、いわき市在住の親戚がなくなった。60才突然死。食べて応援、焼却の危険性を
伝えても「そんな危険なことをいわき市が許すはずない！」と言っていた。清掃工場

から3kmぐらいの所に住んでいたので、要らぬお節介で何度か引っ越しを勧めたが、突
然死…

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月20日 
(2011.3.12 双葉町) 4600μSv/hを記録していた！！「通常の１０万倍」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/21b67a44fcdf2384cfa3c4677496fce2 …
https://twitter.com/neko_aii/status/623102861153595392/photo/1
爆発前から放射線急上昇

NHKのHP（2014年3月11日19時32分）掲載のグラフ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月6日 
@planet_of_water 4.78 km^2 っていったら、東京ディズニーランドと東京ディズニ
ーシーと東京ディズニーリゾートを足したより広いですね（3.36km^2）
わずか 1時間で…。もうかれこれ 9ヶ月以上は大量放出してます。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月5日 
@planet_of_water 溶融デブリではなく、通常運転のBWRで、圧力の問題はあれど、
80万kW級の蒸気量は4500トン/時間
110万kW級で6500トン/時間
間をとって5500トン/毎時が4基分。
これが最低ライン。

これに燃料プールの溶融デブリが加わります。

AKIRA 2024さんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 5月24日 
日本は原発事故があると安定ヨウ素剤を即出荷停止にするような国なんですね。

@Keikkodayon 私は調剤薬局を複数経営していた商売上手な方に嫌み半分で買占めた
りしてないでしょうねぇ？と言ったら「即、出荷停止になったよ」と聴きました。

@yunishio @akirarituko

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/21b67a44fcdf2384cfa3c4677496fce2
https://twitter.com/neko_aii/status/623102861153595392/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=PxQMTlroCRw
Alice Gomez: Rain Dance. Simon Etzold, Marimba 

War Is Overさんがリツイート 
Ikuo Gonoï @gonoi · 2時間2時間前 
Ikuo Gonoïさんがリツイートしました bcxxx
NHKの２１時のニュースで実戦訓練をする自衛隊の特集をやっていたけど、イン
タビューに応じていた２２歳の自衛隊員の入隊理由は「大学の奨学金を返済するため

」でしたよ…。 

War Is Overさんがリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 3時間3時間前 
北朝鮮が１０月にも弾道ミサイルの発射実験しそうだとか、東シナ海で中国のガス田

が新たに１２基になったとか、いまさらのように危機感煽るようなニュースが流れ、

なんともわかりやすいメディア工作です。http://kuronekonotango.cocolog-
nifty.com/blog/2015/07/post-ca1e.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 16時間16時間前 
電気柵の真相 
https://twitter.com/sakamobi/status/623993327478665216/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=E_i43HE3dgA
Rain Dance - Mika Yoshida & Steve Gadd (Duo)

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

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】
 
       

https://www.youtube.com/watch?v=PxQMTlroCRw
http://kuronekonotango.cocolog-nifty.com/blog/2015/07/post-ca1e.html
https://twitter.com/sakamobi/status/623993327478665216/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=E_i43HE3dgA
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日0:42
AKIRA @AKIRA23150220 · 12時間12時間前 
中性子水蒸気の大量放出によって既に被曝している。引続きこの中性子水蒸気を吸い込めば数ヶ

月で命は尽きるだろう。

避難するも現状維持も余命を考えてするべき時になってしまった。

人はいずれ死を迎える。それがいつか？

余命宣告はなされた。

あとは、自分の人生の幕引きを考えよう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日0:54
食べて、寝ま〜す…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日8:30

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 7時間7時間前 
@akira_pt4ever @snoopymaygon 知恵があっても実践できない人は死んでしまうレベルの世界に
突入ですか。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日8:30

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 7時間7時間前 
身内から「◯◯が高校くらいになったら地元に戻っておいで。その頃はもう大丈夫だから。」と

言われた。「・・・・・」言葉がないです。ははは〜笑うしかない。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 7時間7時間前 
@sayoko909 そんなに簡単なことだったら、使用済み核燃料の捨て場に世界中が困ることないの
にね、、、

 



（７月24日）　バイトは中番。４連勤の２日目。

http://85358.diarynote.jp/201507240905247424/

沼津の汚染は凄かった。東日本汚染米。濃霧と

湿度の原因が福島原発にあるとわかる。

2015年7月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。０８：１４。

バイトは中番。４連勤の２日目。

札幌は２３℃。曇天無風。

湿度…（〜〜；）…【超濃密】。

高いとかそういうレベルじゃないですよ。

「濃厚」とか「濃密」とか…
「ぴったり張り付く」湿気。ですよ…

https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
QUIERO CAMBIO - Protesta 

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

http://85358.diarynote.jp/201507240905247424/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150724/85358_201507240905247424_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150724/85358_201507240905247424_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150724/85358_201507240905247424_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
https://www.youtube.com/watch?v=IstzHJGydzU


El Pueblo Unido 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 8 分8 分前 
いまNHKカメラで大涌谷まる見え。 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/624356536186470400/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
すごいなこれ。濃霧と湿度の原因が福島原発にあるとわかる。

https://www.youtube.com/watch?v=RIu8Te_5VnU …
それにしても、あのアカウントまでがあちら側だったとは…。年平均なんて持ち出
せば、突出した数値なんて出ないのは当然のことなのに。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
NHK：福島核廃棄物が太平洋に溢れる。流出止めるのは不可能。台風11号による降雨
は原発で処理するにはあまりにも多量(EN
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/468.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
アスパラガス　全国平均価格は２％アップ、福島産は８％ダウン

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1506.html …
セシウム対策に大量のカリウムを投入しているので、肥料バランスが崩れて農産物の

繊維ばかりが発達し、まともに食べられないものができる

cmk2wlさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
事故後9月に、沼津市原町のカインズホームセンター駐車場の土を採取測定したらキ
ロ4000ベクレルもあって驚いた
沼津の汚染は凄かった

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
2015/6人口動態　静岡県悪化継続
http://inventsolitude.sblo.jp/article/155564579.html …

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
メルマガ読者

「震災後一年半で関西へ引っ越しました。

その後白内障と診断され半年ごとの定期検査。先日、急に目が見えづらくなり検査を

https://twitter.com/HayakawaYukio/status/624356536186470400/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=RIu8Te_5VnU
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/468.html
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1506.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/155564579.html


したところ、視野の欠損も。眼圧は正常。視神経の集まる場所が陥没してきているよ

うです。見えづらさは一時的なものでしたが、このままでは失明するよ、と。」

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
策を講じても産めない、生まれない　全国人口動態から

http://inventsolitude.sblo.jp/article/155910158.html …
20年もすれば東日本は絶滅する

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2011年3月11日14:46の地震発生後
福島第一原発１号機では

非常時に原子炉を冷やす「非常用復水器（ＩＣ）」や

冷却水が通る再循環系の配管に０．３平方センチの亀裂が入り

1時間当たり7トンもの水が漏えい
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a5bf158373beb94ceafb2c78ca67e8a4 …

https://www.youtube.com/watch?v=WC7EnbPVwUQ
クミコ　「一本の鉛筆」　（美空ひばり） Kumiko "Ippon no enpitsu" 

amaちゃんだ @tokaiamada · 23分23分前 
実家隣家から野菜お裾分けのお礼にもらった産地不詳米コシヒカリ

食味が悪く、数種類の米が混ざってるように見えたので測定してみたら、2Bq/Kg出た
明らかに東日本汚染米が混ざっている 
https://twitter.com/tokaiamada/status/624357936916246529/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=U6065Bz5KGo
一本の鉛筆 佐々木秀実 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
日本代表、ブラジルに持ち込めない福島米をアメリカ合宿で「食べて応援」→練習で

きず、「疲れたまっている」と休養選ぶ

http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/835.html …
2014 年 6 月 22 日

http://inventsolitude.sblo.jp/article/155910158.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a5bf158373beb94ceafb2c78ca67e8a4
https://www.youtube.com/watch?v=WC7EnbPVwUQ
https://twitter.com/tokaiamada/status/624357936916246529/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=U6065Bz5KGo
http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/835.html


https://www.youtube.com/watch?v=-FZC-fIoSfg
一本の鉛筆 / 菅原やすのり

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
驚愕！お漏らし、おねしょする大人が増えている 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/464.html …

https://www.youtube.com/watch?v=KSSASRn8duI
一本の鉛筆　　　　下垣真希 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
福島医大・ヨウ素剤・学内配布　/　福島県地域医療課の当時の課長は次のように説明
した。医大へ配ったのは、（多くの放射線を浴びる）被災地へ出向く医師などを対象

としたもの。医大が家族や学生にまで配ったのであれば、疑問を感じます

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-7a0f.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=2HJE4lWGokE
愛する人に歌わせないで　森山良子　

My Memories -Ryoko Moriyama 25Th Anniversary- 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「ＩＳＩＳはアルカイダ以上の脅威」　米ＦＢＩ長官

http://www.cnn.co.jp/usa/35067801.html …
アルカイダもイスラム国も、アメリカ＝イスラエルが作った虚構

アメリカ政府がトルコ政権と共謀してISに物資支援を続けていることがウィキリークス
に曝露され、世界中が知っている

https://www.youtube.com/watch?v=N9xzHqwpiyg
AKB48 イイトコ取りの、「僕たちは戦わない」パート２ 

https://www.youtube.com/watch?v=-FZC-fIoSfg
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/464.html
https://www.youtube.com/watch?v=KSSASRn8duI
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-7a0f.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=2HJE4lWGokE
http://www.cnn.co.jp/usa/35067801.html
https://www.youtube.com/watch?v=N9xzHqwpiyg


amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
鶴見俊輔さん死去　「思想の科学」「ベ平連」９３歳

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150724-00000006-asahi-soci …
ベ平連の本当の立役者

我々も４０年以上前、名乗ったものの自称勝手連でしかなかったが、鶴見氏は本当の

米兵救援活動を行った

根性を据えて命がけの「良心」を体現した人だった

https://www.youtube.com/watch?v=kebT9WJNfyY
「大統領殿　お暇があれば　読んで欲しい　この手紙を」 大統領様 (COVER)
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150724-00000006-asahi-soci
https://www.youtube.com/watch?v=kebT9WJNfyY


（７月24日）　公私ともに事態はどんどん悪化している。(・_・;)　明日もバイト
ですッ！

http://85358.diarynote.jp/201507241548385572/

じわじわ…
2015年7月24日 反★貧困!! コメント (3)

公私ともに事態はどんどん悪化している。(・_・;)

国外逃亡がますます困難になりつつある…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日16:18
関東はノアの方舟が要る事態？
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日20:24
伊方原発、震動４。

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日22:00
山口県の線量グラフ、要注意。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507250024014402/

癌と診断された。栃木真岡で0.93μSv/h。伊方原発再稼働決定。
この水蒸気は猛毒！被害を受けた場合は保健所に連絡してくだ

さい。

2015年7月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

おばんです。２３：２１。今晩も、一曲目はこれな気分かな…
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

いや！（＾＾；）
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呑んでませんてば！

明日もバイトですッ！

サクッと情報チェックだけして早めに寝る！…予定…。

https://www.youtube.com/watch?v=qPZmzIk8T5w
Asturias Leyenda 

cmk2wl @cmk2wl · 2 分2 分前 
海外のサイトで、排気筒が鉛直でないと指摘されている。

カメラレンズに歪みがなければ、傾いていることになる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/624599073824243712/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18分18分前 
テレビで煽ってるでしょ

「富士山の巨大噴火」　確かに危険

首都東京に火山灰が積もり、首都機能が麻痺するから。でもこれも、ある意味、政治

的「プロパガンダ」　日本にはもっと恐ろしい火山がある（富士山＝1とした場合）そ
の600倍の規模の噴火を過去に起こしてるのが（阿蘇山＝600）です

cmk2wl @cmk2wl · 34分34分前 
被曝症状なのか、パソコンの電源を落とすように寝てしまうらしい。

運転で「眠気」を感じたら、すぐに車を安全な場所に停車しないと。

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 47 分47 分前 
2012-05-22
瓦礫搬送トラックが通過後、空間線量0.6μSv/hまで上昇
（ツイキャスで中継していた方の線量計による計測）

した映像を見ました。

とんでもなく放射性汚染された瓦礫のようです。

ベクレルでは無く、空間線量でこの数字とは・・・。

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2011/10/21
【岩手県】１０μSv/h超える中学で生徒が「クモ膜下出血」で亡くなった
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7223d72c3adaf4738f17fe8291c31bfc …

https://www.youtube.com/watch?v=qPZmzIk8T5w
https://twitter.com/cmk2wl/status/624599073824243712/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7223d72c3adaf4738f17fe8291c31bfc


この生徒さんは運動部に所属

部活動も行われてた中庭10μSv
教室の中でも0.5μの場所があったそうだ

(大験セミナー　わくわく日記)より

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2012年6月02日
臨界は、ウラン２３５の濃度が３％以上で

水が存在すれば起こりえる。

オクロ天然原子炉が、その証拠

３０分活動した後

２時間半休止すると言う現象が数十万年続いた。

福島原発の場合

両方の条件を兼ね揃えている。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a67f3e019a48c7f0adf3f7d90e448273 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍 @matayoshitatsu · 2時間2時間前 
下記は、木下 黄太 様の2012年03月のブログからですが、2015年現在の東京の汚染は
、さらにヒドイと思います。【東京23区の汚染状態の確認。セシウム合算で平
均1,006Bq/kgでキエフを越える汚染の可能性。】2012年03月23
日http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/6ffe54f6c3c9f8a5f440edea1210ff41 …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2時間2時間前 
電車で大口あけて寝てるツイートが急に増えたような。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
原発大国：フランスも、あのアメリカも、

「もうさ、原発は止めるべ。危ねーわ。原発。あの日本の原発事故で気がついた。原

発は安い？嘘に決まってんだろ。信じてたのか？阿呆やなぁ」

こんな感じですよね。最近。今どき「原発が無いとダメ」とか言ってるのは、中国と

韓国とインドと日本ぐらい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
安保法案への抗議も大変重要だけど

それらに気をとられてる裏で、日本全国の原発再稼働の準備が着々と進行中。安保法

案可決の7月15日には「伊方原発の再稼働にOK」が出ていたり。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a67f3e019a48c7f0adf3f7d90e448273
http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/6ffe54f6c3c9f8a5f440edea1210ff41
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624560497359085568/photo/1


https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624560497359085568/photo/1
お金の事しか考えていない悪魔たちが原発再稼働を進めてる

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
7月24日 17時53分
愛媛で震度4の地震後の震源分布図。連続的に地震が発生
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624554262240997377/photo/1
7月15日に（伊方原発）の再稼働は決定したので、覚悟が必要。もし原発事故が起こっ
た場合「想定外」とは言わせない。 こんな危険な場所に原発はありえない

AKIRA 2024さんがリツイート 
石田雄一朗 @ishida_death · 3時間3時間前 
電車で隣に座ってる女の人が上向いて口開けて寝てる。魂があの世に引っ張られて

るな。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 3時間3時間前 
東京の光景が普通すぎて泣けてくるね。何もかもが理不尽過ぎて。

自由自在 @dnanoca · 4 時間4 時間前 
フクイチから出たのは核燃料溶融蒸気ですからね。

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
メルトダウンが起きたということは、

核燃料の温度が2800℃を越えたということ。
金属セシウムの沸点は671℃、
水酸化セシウムは990℃、
ヨウ化セシウムは1,280℃
セシウムまたはその化合物は気体として核燃料の外へ。

「私設原子力情報室」から

amaちゃんださんがリツイート 
鈴木信之 @nobu02231 · 4時間4時間前 
警察のタクシー降車拒否に運転手が下りてきて「営業妨害するな！」と猛烈抗議。タ

クシーも怒ってる！

https://twitter.com/nobu02231/status/624536019459649536/photo/1
#0724NOABE 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624554262240997377/photo/1
https://twitter.com/nobu02231/status/624536019459649536/photo/1


２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 5 時間5 時間前 
名無し：2015/07/24(金) 18:37 ID:XXXXXXXX
３・１１後の霞が関人事、ヘーと思ったのは、

有能な若い人材は海外転勤させてるみたい。

ちゃんとわかってるんだね。

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 
【JAL123便墜落事故】
日航ジャンボ機JAL123便墜落事故の真相を追っていた佐宗氏　
ビデオの月例会で話している最中、ペットボトル「おーい！お茶500ml」を一口飲んだ
、

そのわずか３０秒〜１分程で突然倒れ、翌日死去。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a1a847e042b50e4899e8cc57750e87d1 …

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 6時間6時間前 
@tokaiamada 死病「全身性アミロイドーシス」の前兆は「脚のシビレ」らしい
　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150724-00000004-ykf-spo …　初めは全身のだる
さや、熱が下がらないといった異常が出るという。

AKIRA 2024さんがリツイート 
リリー@静岡移住 @kaminarinari · 7時間7時間前 
正直なところ、金属腐臭は三島でも常に感じるレベルになってしまった。

どこまで行けば、今は大丈夫なんだろう？

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
関東、要注意。オキシダント濃度が上昇しています。

放射性物質と光化学オキシダントは関係があります。

千葉には注意報が発令中

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
すごい稲光。建物が揺れた

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624453454929354752/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9時間9時間前 
24日14:40現在、首都圏の各地で相次いで落雷が観測されています。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a1a847e042b50e4899e8cc57750e87d1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150724-00000004-ykf-spo
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624453454929354752/photo/1


東京電力◆雨量・雷観測情報

http://thunder.tepco.co.jp/ 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/624456190777397248/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
東京都 南部：13時20分
光化学スモッグ（学校情報）発令。　光化学スモッグの被害を受けた場合は、最寄の

保健所に連絡してください。（東京都環境局環境改善部大気保全課）

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[記事] 太陽風磁場が南向きに強まって、オーロラの活動を強めました。
http://swnews.jp #swnews

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：07/24 07:24
福島第一原発は、第２のアウシュビッツ収容所のガス室である。日本人が死滅するま

で収束することはない。日本が逝ってから米国がのりだしすぐに冷温停止させる。米

国が黙ってるというのはおかしいじゃないか。頻繁に内政干渉するのに、福一につい

てはだんまり。

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
無実の家族を殴り倒して逮捕するアメリカ警官

http://www.liveleak.com/view?i=8d8_1437673240 …

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 15時間15時間前 
【高校３年生の子どもに自衛隊から「赤紙」届きました】

（※「赤紙」＝「赤紙なき徴兵制」「経済的徴兵制」）(井上伸) - Y!ニュース 
詳細→

http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20150703-00047219/ … 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/624374754754039809/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：2015/07/24(金) 06:54 ID:XXXXXXXX
スーパーの警備員してる人の話だと、深夜に売り場に並んでいる野菜だの魚だのが薄

く青色に光ってるらしいよ

#怪しい噂ｏ当アカウントプロフィールをご覧ください

http://thunder.tepco.co.jp/
https://twitter.com/rescuenow_net/status/624456190777397248/photo/1
http://swnews.jp/
http://www.liveleak.com/view?i=8d8_1437673240
http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20150703-00047219/
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/624374754754039809/photo/1


amaちゃんださんがリツイート 
mika_berry @mika_berry · 18時間18時間前 
はい、みなさーん、最低賃金というのは毎年、10-20円は引き上げられているものなの
ですよー！安倍の大ほら吹きに惑わされないでくださーい！

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
…

AKIRA 2024さんがリツイート 
nori @n0ri_tiki · 7月23日 
最近視力が落ちた！って人多いでしょ。そんな人は甲状腺のチェックをした方が良い

ですよ。体って全て繋がってるから、眼→甲状腺→心臓→肝臓→腸な感じで。腸炎も

増えるだろうな。

War Is Overさんがリツイート 
アンドレ @nihon_no_owari · 7月23日 
首都圏は、今日も急病人だらけ・・・

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 7月23日 
@aoten49003 デブリが沈んでゆき埋め殺しになればＥーのだが、劣化して表面温度が
下がったので沈降が止まり、地下水脈の海水中に浸されている状態。つまり今の場所

で永久に臨界を続けるという最悪の状態。そして臨界による核分裂が大規模だと、核

爆発して地震を起こすという間欠地震源。

AKIRA 2024さんがリツイート 
tametata @tatametata · 7月23日 
毒をまき散らかした責任者は逮捕されていないのに、それを片付けようとして、捨て

場に困った人が逮捕される国。＜除染廃棄物＞不法投棄容疑で現場責任者逮捕　福島

・南相馬（毎日新聞） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150723-
00000033-mai-soci …

AKIRA 2024さんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 7月22日 
@princeofkodaira 関東各地では0.05〜0.08μSv/hの時間が多いですが、６月は東京新橋
で0.89μSv/h、栃木真岡で0.93μSv/hという高スパイクが出ました。公表は無理ですがβ

線は致命的に高いスパイクです。 http://p.twipple.jp/miu1J

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150723-00000033-mai-soci
http://p.twipple.jp/miu1J


AKIRAさんがリツイート 
ぶっぶっ夢っ現っ iTweet @Me_We_Me_We · 7月22日 
1時間あたり25シーベルト。
この数値に驚かない？

我々のDNAは進化したのか⁉� 
https://twitter.com/sinwanohate/status/570201565291683840/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 7月22日 
@princeofkodaira フクイチの３号機付近から噴出する大量の水蒸気がライブカメラに
映る。これは地下にある超高熱の熱源＝臨界した核燃料が地下水・海水と接触してい

るからです。この水蒸気は猛毒です！関東・東北から私に入電する線量データもスパ

イク満載です。鹿児島も高いです。

War Is Overさんがリツイート 
偏光プリズム @prism31415 · 7月20日 
腰痛に悩む人が激増している http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/782.html … 腰
痛の原因がすい臓や腎臓など臓器の可能性もあることです。腰痛がひどいので病院

に行ったら、末期のすい臓がんだったという例もあります。ストロンチウム90がベー
タ線を放出してできるイットリウム90はすい臓に集中

ちなみに私の免疫系統は果敢にも、吸水蒸気中のトリチウムを分離・排毒するつもりでいるよう

です…独特の枯れた痰？のようなものがひっきりなしに出る…

すごいなぁ、生体…
…！（＠ｏ＠；）！…

https://www.youtube.com/watch?v=bHjIYxcI5Zo
Spanish Dance by Kai Stensgaard 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴょこぴん☆ @pyokopin · 10時間10時間前 
@snoopymaygon 　甲状腺じゃないみたいです・・「甲状腺はほとんどの場合喉への
違和感はありません。だるさや眠さが尋常じゃなかったり、力が入らなかったり、精

https://twitter.com/sinwanohate/status/570201565291683840/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/782.html
https://www.youtube.com/watch?v=bHjIYxcI5Zo


神状態がイライラしたり反対に落ち込んだりと、喉には関係ない症状がメインなのが

甲状腺疾患の特徴です。

AKIRA 2024さんがリツイート 
さとし @satoshi721 · 11時間11時間前 
癌と診断されたらやることは決まっている。

“断食、減糖〜断糖（食物繊維以外）”
“排毒”
“血液のアルカリ化”
“体液の酸化還元電位の低電位化（マイナス）”
“腸内細菌叢の活性化”
“ミトコンドリアの活性化”... http://fb.me/4cYbkGdma

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
MUSICA RELAJANTE AFRICANA INSTRUMENTAL ONLINE, AFRICAN RELAX MUSIC.
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月25日0:46
おやすみ〜

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:50
＞ちなみに私の免疫系統は果敢にも、吸水蒸気中のトリチウムを分離・排毒するつもりでいるよ

うです…独特の枯れた痰？のようなものがひっきりなしに出る…
すごいなぁ、生体…
…！（＠ｏ＠；）！…

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 

http://fb.me/4cYbkGdma
https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201507250024014402
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


トリチウムを水から分離する原理は、決して不可能ではないが、コストが超高額、たぶんグラム

当たりの分離額は純金をはるかに上回るはず

日本政府からカネを引き出そうとして、世界中の詐欺師が屁理屈をこねて胡散臭い処理機械の売

り込みを行っている

アレバは十分、政府東電を騙して儲けて逃げた



（７月25日）　バイトはバス通なので、早めに動かないとね…

http://85358.diarynote.jp/201507250855347883/

「なにが起こってる？これは現実？」／「こんなことは、ありえ

ないよ」／ウラン火災が地中から吹き上がってる／「我が国の存

立危機事態」／すべてが カビます。

2015年7月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。０８：１５です。

札幌は雨。２２℃。無風。湿度濃厚。

（〜〜；）

バイトはバス通なので、早めに動かないとね…

曲は「昨晩の続き」でいいや…。と、
思ったけど、気分じゃないな…
（＾＾；）

このへんで、どだ！

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

…で…（〜〜＃）…

http://85358.diarynote.jp/201507250855347883/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150725/85358_201507250855347883_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150725/85358_201507250855347883_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150725/85358_201507250855347883_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4


台風の進路は、なんだこりゃ？　嫌がらせ。なのか…？？

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2 時間2 時間前 
25日6:15現在、大雨のため、秋田県に土砂災害警戒情報が発表されています。
【土砂災害警戒情報】

・秋田県：八峰町(25日06:10) 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/624689233853190144/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
中部電力浜岡原発の防潮堤ほぼ完成。海抜22m、延長1.6km。膨大な"万里の
長城”（RIEF）
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/473.html …
あの世界最強最大の釜石大堤防が一瞬で吹っ飛ばされたのに、これが長城のつもりか

？　お笑いでしかない

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
2015/6人口動態　福島県悪化上位に　静岡県悪化継続
http://inventsolitude.sblo.jp/article/155564579.html …

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3時間3時間前 
米軍の台風情報ですが、１日で進む距離が短く、沖縄から九州地方は長時間台風が接

近した状態になりそうです。

http://www.nrlmry.navy.mil/tc_pages/tc_home.html … 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/624678431289008129/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 
すべてが カビます。
壁も布団も靴も押入れも。

そして人体も…。 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
証明。

https://twitter.com/cmk2wl/status/624634563461935104/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
水平線も見えていたので、紫の線を重ね、クレーンのワイヤーの鉛直と 90度であるこ

https://twitter.com/rescuenow_net/status/624689233853190144/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/473.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/155564579.html
http://www.nrlmry.navy.mil/tc_pages/tc_home.html
https://twitter.com/rescuenow_net/status/624678431289008129/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/624634563461935104/photo/1


とを四角を角にあてて証明しました。

これで、排気筒の傾きは証明されました。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/624616609529749504/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
私もこの写真に別のクレーンのワイヤー（鉛直）を黄色い線で重ねてみました。

やはり排気筒は大きく傾いています（レンズ中央部が歪むだろうか？） 
https://twitter.com/cmk2wl/status/624600498276954113/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
福島原発の敷地は泥沼化していて、4号機はもとより、すべての建屋が不等沈下するこ
とになる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 8時間8時間前 
何を根拠にパニックで死んだと主張しているのかが一切不明だね。被曝よりも過剰な

心配の方が体に悪いと同じ論法にしか見えないんだが。：台風でパニック、養殖マグ

ロ１万匹死ぬ　被害約１３億円：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASH7S63M3H7SPXLB013.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
オストリッチコンプレックスからか一部の日本人が放射性の蒸気を否定している間に

、海外の ENE-Newsではウラン火災によるものが地中から吹き上がっていると指摘さ
れている。

いいかげんに目を覚まそう。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
「こんなことは、ありえないよ」

これが3.11だった。都内では高層ビルが、今にもちぎれそうにユラユラ揺れ、大地も、
これでもかと容赦なしに余震で揺れた。

「なにが起こってる？これは現実？」とすら思った。その時に六本木のビルの壁面が

崩れ落ちた。アメリカ人の観光客達が泣き叫んでた。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
２度目の原発事故は許されない

https://twitter.com/cmk2wl/status/624616609529749504/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/624600498276954113/photo/1
http://www.asahi.com/articles/ASH7S63M3H7SPXLB013.html


人類史上最悪の原発事故と認定された福島原発。「おい、どこに行ったんだ？１〜３

号機の核燃料。どこまで溶け落ちたんだ？もし冷やせなくなったら、どうする？」

これが「今」ですからね。こんな状態で「日本全国の原発を再稼働する」　正気の沙

汰ではない人たち。

AKIRA @AKIRA23150220 · 16 時間16 時間前 
F1地下で大臨界。
致死量の放射性物質を含んだ中性子水蒸気が巻き上がる。

これが海霧か？

https://www.youtube.com/watch?v=H6GASNBqMeg …

AKIRA 2024さんがリツイート 
lapis_apple @lapis_apple · 23時間23時間前 
@pyokopin @akira_pt4ever @snoopymaygon 今頃横から失礼します。ホを気にしてい
ない趣味繋がりの人たちで一部、昨日「喉が痛い」と、風邪ではない様子でただそれ

だけを訴え不思議がっていたので、恐らくは。。と、皆さんのやりとりを見ていて思

い辺りました。

https://www.youtube.com/watch?v=4nmertwPGq8
Pirates Of The Carribean At Worlds End FULL soundtrack 

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 14 分14 分前 
戸谷真理子さんがリツイートしました HIROKI KONYA
「そろそろどこかで戦争でも起きてくれないことには、日本経済も立ちゆかなくなっ

てきますなあ。」：安保法制懇・JR東海会長 葛西敬之氏　　←何度見てもすごい。ま
ともに報道されたら辞任に追い込まれる話だけどね　報道されない日本おそるべし　 

amaちゃんださんがリツイート 
Tetsuya Kawamoto　 @xxcalmo · 8時間8時間前 
安倍晋三がフジの生放送番組において、自ら進んで説明に用いた「中国に海賊旗の置

かれた図」。安倍の露骨な隣国敵視が剥き出しになっていて、座視しえない。すでに

欧州系の記者が疑問視している。

https://foreignpolicy.com/2015/07/23/shinzo-abe-uses-paper-cutouts-to-sell-his-security-r
…　

https://www.youtube.com/watch?v=H6GASNBqMeg
https://www.youtube.com/watch?v=4nmertwPGq8
https://foreignpolicy.com/2015/07/23/shinzo-abe-uses-paper-cutouts-to-sell-his-security-r


https://twitter.com/KjeldDuits/status/624375688976576512/photo/1

amaちゃんださんがリツイート
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 12時間12時間前 
総理、我が国の「存立危機事態」ですけど。

https://twitter.com/hiromi19610226/status/610800841503543296/photo/1
ＲＴ@hiromi19610226 　我が国の「存立危機事態」ですよ。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
エリック ・C @x__ok · 7月20日 
中国が攻めて来るから怖いと言っている日本の人がいるが、客観的に見て、今の日本

の人にとって怖いのは中国や北朝鮮ではなく、日本政府だろう。本当に命が危ないぞ

。世界一平和な国が、こうなってきて残念でたまらない。

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
人気の曲 - さだまさし 

amaちゃんだ @tokaiamada · 58分58分前 
北ウクライナではチェルノブイリ事故から20年を経て、汚染地帯の子ども達の９５％
に健康異常が出ていると報告がある

福島では、はるかに凄まじい事態になるだろう

ここに子ども達を住まわせる政策は、犯罪を通りこしてジェノサイドであり人類史に

おける極限の殺戮行為、政治犯罪である

https://twitter.com/KjeldDuits/status/624375688976576512/photo/1
https://twitter.com/hiromi19610226/status/610800841503543296/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ


（７月25日）　虫歯の悪化も止まった…？？

http://85358.diarynote.jp/201507252046488599/

げっとげっと♪(^-^)g
2015年7月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (12)

さすが富澤商店。o(^-^)o
「比較的安心できる」

カルシウム源、確保です♪

これね。

http://www.yotsuba-shop.com/SHOP/0401.html
よつ葉スキムミルク（200g） 

んで、ここ。

http://www.tomizawa.co.jp/shopguide/31/detail
札幌ステラプレイス店

完全に「ホワイト」か？

どうかなんか、保証しないけど…。

（＾＾；）

とりあえず、ベクレているものは「不味い」と「感じる」私が、

これを入れたＭＣＣのコーヒー

http://www.mmc-coffee.co.jp/product/detail.php?id=447
は、

http://85358.diarynote.jp/201507252046488599/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507252046488599/
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http://www.tomizawa.co.jp/shopguide/31/detail
http://www.mmc-coffee.co.jp/product/detail.php?id=447


毎朝美味しく飲んでいる…（＾＾）

そして体調も良い。

虫歯の悪化も止まった…？？

と、明記しておこう…。（＾＾）

あ、砂糖。

http://www.tensaito.com/
てんさい糖

どっちか。

https://www.youtube.com/watch?v=MH_6V-5Hq-8
沖縄の砂糖

あとね、冨澤商店で買ったショーガ粉末とか入れてスパイスコーヒーにしてますね…♪

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月25日21:05
結論から言えば。(^_^)

今日は雨模様でしたが、個人的には「良い日」でございました…♪　o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月25日21:24
そういえば今朝はコロポックル族（絶滅したとされているホモフローレンシス）のほぼ純血種に

近いひと（推定身長１２５cmほどの成人女性）も間近にお見かけしたし♪
o(^-^)o

縁起の良い一日だったな…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月25日22:14
０５１８

５００。♪（＾＾）♪
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月25日23:33
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
骨を強くする三大要因は、食べ物・運動・日光です。放射線を避けようとすると、これら３つを

すべて避けることになります。すると死亡率は1.8倍に。放射線を避けるより、高いリスクを呼び
込んでしまうんです（福島県相馬市の相馬中央病院・越智小枝氏

http://jisin.jp/serial/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/social/11485
…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月25日23:33
「ストロンチウム　カルシウム」も、検索してね！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日0:06

neko-aiiさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 19時間19時間前 
中国で摘発された日本の放射能粉ミルクは、案の定だけど、東京と群馬で生産されたものだっ

てさ。

http://news.163.com/15/0725/02/AVB8286A00014AED.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日0:06

neko-aiiさんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
中国では、日本の原発事故周辺地域で生産された粉ミルクを

人民に飲ませないようにしたらしい。

それが正解。というか、当然。あたりまえ。

2015年7月24日@arclight2011 via http://nuclear-news.net/2015/07/24/fukushima-baby-milk-formula-
seized-in-central-china …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日0:17

War Is Overさんがリツイート 
くららん @kurararan · 11時間11時間前 
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4年前に東京に住めないっていうてた連中が今も東京で元気にデモやってる不思議。⇒と言うツイ
ート。半分間違い、半分真実。

間違い⇒そういってた人たちはすでに移住済み。

真実⇒そういう人たちは放射脳と馬鹿にされながら、飲食に気をつけているので今も元気。

と言うことでしょうね〜〜！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日0:39
AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 40分40分前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
今のままなら‥

http://twitter.com/ST0NES/status/624798412756496385 …
http://twitter.com/ST0NES/status/624766301416722432 …
「あれ？この地域だけ、どうして子供が一人もいないの？」という地方と

「この街は医者も坊主も病人しかいないのか？」という人口密集地にされるよ。

すでに水がオシマイな地域から。

AKIRA 2024さんがリツイート 
kazusan @kazusan41932975 · 12月1日 
水俣病では、お箸も持てないほど弱った子供に、安全だからという国の言葉を信じた母親が丈夫

になってほしい。体によかろうと思い魚を食べさせていた。そして症状が悪化して亡くなった子

供がたくさんいる。子の健康を思う母親の気持ちをもてあそぶような風評被害ということばは、

今も使われている。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月29日8:31

AKIRA 2024さんがリツイート 
Lia misaki∞ @lia_misaki · 6月27日 
ちなみに私は歯が欠けた後、あるカルシウムのサプリを使い出して以降は、欠けることはなくな

りました。骨折もすごく多いですね。ギブスや松葉杖をしている方が急増しました。今は少し落

ち着いている感はありますが、この先どうなることか。あ、救急搬送と交通事故も２０１２年秋

頃から激増しましたね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月29日8:51

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7月20日 
子どもの「くる病」増えているそうだ

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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全身のカルシウム量の5〜6%がストロンチウムにより置き換わっても、特にクル病の症状は生じ
ない

ということは、それ以上にストロンチウムが置き換わったのかもしれない

並以下の食生活をしていたってビタミンD不足になってくる病になるなんてことはない

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月2日0:52

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
ストロンチウム９０の危険性は、生物にとってカルシウムの代替元素として認識され蓄積される

こと

胃腸を経由すると大半が吸収されて骨に蓄積し、骨髄を破壊、白血病と癌を引き起こす

膵臓にも娘核種が蓄積して糖尿病を引き起こす

生物半減期はセシウムの70日に対し物理半減期より長い50年
 

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


（７月25日）　いま「広域 SAPPORO 圏」に棲んでいる人は、日本で一番ラッキ〜♪

http://85358.diarynote.jp/201507252306104694/

埼玉の線量２.９２μSv/h／全国ワーストワンです／東京都民４割
が移住希望／燃料棒が地面で燃えてる／「状況は！？」「かなり

ヤバイです！」／日本は秋まで、もたないかも...

2015年7月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

おばんです。２２：４２。

気温２２℃。無風。雨はやんでます…

もうしわけないが、いま「広域 SAPPORO 圏」に棲んでいる人は、
日本で一番ラッキ〜♪ な、
人々ではないかと思う今日この頃…。
https://www.youtube.com/watch?v=0B8C2MkkEqI&spfreload=1
Lord Of The Rings Soundtrack Compilation 

neko-aii @neko_aii · 5分5分前 
千葉県松戸市、学校で休み22人中、11人が嘔吐症状。
クラスの子も何人か鼻血を出した(2011/6)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8176b5d0f1fad48c2110d9a08be7d7df …　
(千葉県北西部)
４ヶ月になる赤ちゃんです

本来あるべきの免疫機能が低下してます。 とまらない下痢
死んだら東電と民主党全員恨む

neko-aii @neko_aii · 14分14分前 
2013-06-16
先日久しぶりに福島に家に帰ったら

近所の方が２６人無くなってた。

その集落にはあと３２人しかいなくなった

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/06290cace28048da2861d278dc3de81c …

neko-aiiさんがリツイート 
私達99％、生きるためにするべき事！ @hinode8 · 28分28分前 
【被曝対策】放射能から身を守る方法『この食べ物が放射能から身を守る』〜有効に

働く食品成分とは〜

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f627ed23826105360201fa68cfab0ea8 … @neko_aii
結局の所、「情報戦」なのである。情報戦とは「いくさ」なのであって、負ければ死

ぬのである。実際、バタバタと人は死んでいる

AKIRAさんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 1時間1時間前 
首都圏の電車は本当によく遅れるようになりましたね。急病人が多過ぎます。原発事

故前は、こんなことありませんでしたよ。まぁ、電車の中にいてもガイガーカウンタ

ーが鳴っちゃう場所ありますからね、相当、被曝しているでしょう。熱中症だけのせ

いではないのは確実。

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 1時間1時間前 
〔台風12号〕鹿児島県・徳之島で50年に一度の記録的な大雨　厳重警戒を
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150725-00000012-rescuenow-soci …
台風12号の暴風域に入っている鹿児島県奄美地方では、25日夕方から雨が強まり、徳
之島の伊仙町では19:20から20:20までの1時間に114.0mm…

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【鹿児島・徳之島町に記録的短時間大雨情報】（続き）

災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して安

全を確保するよう呼びかけています。

（2015年7月25日 21:26 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【鹿児島・徳之島町に記録的短時間大雨情報】

気象庁によりますと、鹿児島県徳之島町付近では午後9時までの1時間に120ミリ以上の
猛烈な雨を観測しました。

http://nerv.link/mLSmqZ

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
KTSウェザーセンター　鹿児島テレビ @kts_weather · 2時間2時間前 
【徳之島で猛烈な雨／午後８時】徳之島の伊仙町では、午後８時１０分までの１時間

に１１０ミリの猛烈な雨が観測されました。これは１９７７年の観測開始以来、最も

多い雨量となります。 
https://twitter.com/kts_weather/status/624902216634101760/photo/1

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
2015年7月25日16:25〜@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=SaxYNEArqlo&t=2m6s …
その直後。F1の現場が揺れ始め
http://www.youtube.com/watch?v=Z0Z-ds2WECU&t=31s …
1号機側のカメラでは17時4分ごろ大きく縦ゆれ。
http://www.youtube.com/watch?v=znEYMyO0C9U&t=1m46s …

かず- @kzooooo · 2時間2時間前 
フクイチ３号機大丈夫か？

neko-aiiさんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 3時間3時間前 
どうもおかしい。体調が狂い始める隣人が増えている。放射能は真っ先に目・鼻・口

を直撃する。 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2f4fa5e44499122c441b4371c857de51 …
@neko_aiiさんから

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 4時間4時間前 
フクイチ地下核爆発地震？福島第一と市内の比較動画を見ると福島第一の映像だけが

激しく揺れていて、市内の映像は揺れていないのだ。

http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150725

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
PM2.5 千葉県 野田市桐ケ作で 100μg/m3超過
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=12303010 …
光化学オキシダント注意報

茨城県

埼玉県 
千葉県

の広い範囲。

http://soramame.taiki.go.jp/OxHyou.php?Time=2015072518&BlockID=03 …

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6時間6時間前 
25日15時現在、強い台風12号は奄美市の南約110kmにあり、中心気圧は965hPa、北
に20km/hの速さで進んでいます。
●暴風域

鹿児島県(奄美)
●12時間以内に暴風域に入るおそれ
沖縄県(沖縄本島)、鹿児島県(奄美を除く) 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/624845766125727744/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【鹿児島・十島村 全域に避難勧告】
鹿児島県の十島村は、台風12号の接近で暴風が予想されるとして、午後3時35分に村内
全域の376世帯682人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/bybCoc

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
反対側のカメラ映像でも確認できるな。

2015.07.25_12.00-15.00.Unit1side
http://www.youtube.com/watch?v=y1eJKWhZf2I&t=1m55s …
14時ごろからだよ。確実に3号機周辺から
毒ガスや汚染蒸気が噴き出して、共用プール側から煙が流れる。

@TEPCO_Nuclear

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
気象庁は今@JMA_kishou、#東電の原発事故 周辺の濃霧注意報を解除してるな。
http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html …
で、みてみ？7月25日午後のF1
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http://www.youtube.com/watch?v=c4ih2XVn2D4&e&t=1m13s …
なんだ！この毒ガスと煙わ！濃霧じゃない！@TEPCO_Nuclear

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6時間6時間前 
"145ii: ファミレスで単独横転事故を観覧しております "
#横転線
よく晴れた横転日和

https://twitter.com/145ii/status/624773718623916032/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
0725 2015 @TEPCO_Nuclear F1
http://www.youtube.com/watch?v=SaxYNEArqlo …
いま16時30分ごろ。朝に比べ、またもや現場上空が緑色に霞んでいる。
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%23GreenPlume+OR+%E7%B7%91+OR+%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A+OR+%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA+OR+%23GreenSmokeGas+OR+%E7%B7%91%E8%89%B2+OR+%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%B9+OR+%E3%82%AB%E3%83%89%E3%83%9F%E3%82%A6%E3%83%A0&src=realtime&f=tweets
…
#東電の原発事故 

特務機関NERV @UN_NERV · 7 時間7 時間前 
【秋田・大仙市で堤防決壊 120人に避難指示】（続き）
大仙市によりますと、清水地区にある斉内川にかかる瀬川橋の上流およそ300メートル
のところで、高さ3メートルほどの堤防が決壊したということです。
（2015年7月25日 15:25 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【横浜地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月25日
15:54】
神奈川県では、２６日は光化学スモッグの発生しやすい気象状態となるでしょう。屋

外での活動に十分注意してください。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7時間7時間前 
東京隣接3県で埼玉が差を広げつつあります。埼玉県は宮城県も押さえて全国ワースト
ワンです。埼玉県民は、被曝問題に関する情報発信も少なく、警鐘を鳴らす人もおら

れないようです。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/155875261.html … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
xtra heavy @xtraheavy · 8時間8時間前 
「菌」じゃなくて「ホ」でしょ？＞東根の沢水で47人が食中毒　流しそうめんに使
う（山形新聞） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150725-
00000531-yamagata-l06 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
#東電の原発事故 の@TEPCO_Nuclear
壊された建屋そのものでなく、今は

http://twitter.com/ST0NES/status/597957903341920257 …
敷地の下や #共用プール が問題。
地盤が揺れるたび地下で爆発して

そこから様々に核種、世界中へ核散中。

https://twitter.com/ST0NES/status/604298342126870528/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月25日 14:00
】

関東地方の一部の地域では、今日（２５日）夜のはじめ頃にかけて、光化学スモッグ

の発生しやすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
夏に冷害*太陽を連日遮るモヤのような異常な水蒸気雲は福島原発のトリチウム爆発が
原因！Dr佐野千遥
http://ameblo.jp/allahakbar231/entry-12013183585.html …
佐野さん、37度だ、なんとかしてくれ
これだけ成層圏に達する火山活動が続いているのに冷害にならない理由が分からない

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【京王線 運転再開】
京王線は、つつじヶ丘駅で起きた人身事故の影響で、桜上水と高幡不動の間、それに

調布と若葉台の間の、それぞれ上下線で運転を見合わせていましたが、午後1時前に運
転を再開しました。

http://nerv.link/p3CxsL

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
「おっ、これ、できるとは思わなかった」と半谷氏は笑う。会として「きのこなどの

摂取制限を取り下げてほしい」という要望書を、内閣府の食品安全委員会に提出する

そうだ。

http://jisin.jp/serial/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/social/11485_1
…

AKIRA 2024さんがリツイート 
原発破棄、平和共存、独立 @dakujem · 11時間11時間前 
@4_Sea_ @buick54aki 
三陸わかめ食わす人間は、刑務所へ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
＜放射線監視装置＞納入業者、福島県を提訴へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150725-00000003-khks-soci …
正しい値を示したことで、被曝を隠蔽したい福島県に都合の悪い測定装置として追放

された業者

AKIRA @AKIRA23150220 · 12時間12時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 独占生中継 隅田川花火大会
外に出てはいけない。

AKIRA @AKIRA23150220 · 12時間12時間前 
埼玉県の某市の線量が、

「２.９２μSv/hまで上がっている！」 と言うのだ。
南相馬では ４.３μSv/hが出て、奥州市も異常に高い！
とんでもないことが、フクイチの地下で起きている…。
尋常ではない。ただならぬ事態だ。

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
鹿児島県危機管理局 @kikikanrikago · 12時間12時間前 
・7月25日10時00分に，与論町全域(2533世帯5417人)に避難勧告が発令されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【広島県 高温注意情報 2015年07月25日 10:40】
広島県では、２５日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症

など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼広島　３４度

▼庄原　３４度

▼呉　　３２度

▼福山　３４度

War Is Overさんがリツイート 
松末和代 @hope_kazuyo · 13時間13時間前 
熱中症の警戒情報出す画面で高校野球しているのだもの、全く危機感伝わらない。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
御嶽山で火山性微動観測

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/624741657842323456/photo/1
「気象庁は２４日、長野、岐阜両県の御嶽山で今月２０日に、マグマや熱水の移動を

示すとされる火山性微動が発生したと発表した。

（http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015072401001600.html …）（画像：9時30分
現在の御嶽山） 

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 14 時間14 時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました ゆれたかも…bot
東京電力が@TEPCO_Nuclear
原発事故を起したあたりで

頻繁に揺れてるかも

2015年7月@YuretaKamo
http://twitter.com/YuretaKamo/status/623919562891788288 …
http://twitter.com/YuretaKamo/status/624043327608877056 …

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 14時間14時間前 
NHK◆秋田・八峰町 １７３人に避難勧告
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150725/k10010165631000.html …
秋田県八峰町は町内を流れる真瀬川の水位が上がり、氾濫のおそれがあるとして、午

前８時に川沿いの立石地区の７２世帯、１７３人に避難勧告を出しました。町では横

間コミュニティーセンターか八峰町文化交…

War Is Overさんがリツイート 
事故事件たん(仮) @anzenkage_bot · 14時間14時間前 
同調性バイアス。自分以外の大勢に行動をあわせようとする心理。ざっくり言うな

ら「周りにあわせよう」ということかな。これも非常時には正常性バイアスを強化し

てしまい、命取りになることもある。「皆逃げようとしない。だから大丈夫」という
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ことだね

じゃあ反対に、誰か一人でも行動すると……？

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 15時間15時間前 
@keitan911 本日未明の異常な線量激増現象は関東東北の広い地域で発生しました。「
埼玉県のどのあたり」といった次元ではありません。で、この現象は今も続いてい

ます。「その後、0.6〜1.8で推移してます」という報が先ほど入電しました。単なるス
パイクではないのです。（飯山一郎）

AKIRA 2024さんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
埼玉県の某市の線量が、「２.９２μSv/hまで上がっている！」 と言う電話
南相馬では ４.３μSv/hが出て、奥州市も異常に高い！と
これは「深夜も起きている老人の秘密ネット」からの情報

だhttp://grnba.com/iiyama/index.html#ss07251 …
日本は秋まで、もたないかも・・・

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 17時間17時間前 
25日6:15現在、大雨のため、秋田県に土砂災害警戒情報が発表されています。
【土砂災害警戒情報】

・秋田県：八峰町(25日06:10) 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/624689233853190144/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 19時間19時間前 
日本の放射能食品の輸入規制については、アメリカは基本的にゆるいけどそれでも青

森から山梨まで。

EUは青森から長野・静岡まで。
中国は宮城から長野まで。

この3つの巨大経済圏が現実にこうだから、世界の大多数の人は長野辺りまでの東日本
のものは日本国外に出すだけで犯罪だと認識すべきだね

AKIRA 2024さんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 21時間21時間前 
深夜２時前。「飯山さん大変です。警報器鳴りっぱなしです」

というラインが入った。

埼玉県の某市の線量が、「２.９２μSv/hまで上がっっている！」
と言うのだ。写真も送ってきたので、『てげてげ』に載せる所存。

とんでもないことが、フクイチの地下で起きてる…。

War Is Overさんがリツイート 
なつみの背中を見て育て @ast_kkk · 23時間23時間前 
駅のホームでぶっ倒れてる人ってほんとにいるんだな。品川で乗り換えようと歩いて

るだけで4人おるで。

AKIRA 2024さんがリツイート 
まりんご @maringoringon · 24時間24時間前 
近くで急病人発生で駅員さんのインカムがダダモレ「救急車呼んでください！」「状

況は！？」「かなりヤバイです！」

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7月24日 
enmasan47: 道で人が寝てる。
家で寝ようよ( ノД`)… 
https://twitter.com/enmasan47/status/624345434970959872/photo/1
#眠り病
無理さ！

彼らにはそこに就寝する家があるんだ

靴や眼鏡を置いてるって事は気絶じゃない

意識が就寝する場所と認知したからさ

眠り病の恐ろしさは寝るだけじゃない

AKIRA 2024さんがリツイート 
SHIHO ﾟ·:,｡ﾟ·:,｡☆ @ryushiho · 7月24日 
驚愕！お漏らし、おねしょする大人が増えている 魑魅魍魎男
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/464.html …
急病人や眠り病急増の次はお漏らしか。

電車内でお漏らしする大人が多いって異常すぎる。。

War Is Overさんがリツイート 
蛻 @Tufui_Egoeris · 7月24日 
金曜夜の上野駅は寝てる人座り込んでる人血まみれで痙攣しながら倒れてる人とカオ

スである

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 7月24日 
東京都民　４割が移住希望　地方の雇用確保が鍵　政府調査

http://matome.naver.jp/odai/2137718439868806101 …
早い者勝ち

AKIRA 2024さんがリツイート 
おそまつ @ikkack · 7月24日 
@tokaiamada そうですね…静岡の山間地に放射性物質が降ってお茶からセシウムが検
出されたことを考えれば 沼津が汚染されていても不思議ではないと思います。瓦礫の
焼却や瓦礫の分別後のリサイクルなどを考えたら 日本には安心できる土地は無いかも
しれませんね…

War Is Overさんがリツイート 
BKK□パグさん♪ @fvjmac · 7月23日 
NHK◆緊急時の被ばく線量 上限引き上げ案を審議　http://nhk.jp/N4KN4GOp 　緊急時
には、２５０ミリシーベルトに引き上げるとする法令の改正案が、放射線や被ばく医

療の専門家で作る国の審議会に示されました。」18:15 

飯山一郎 @iiyama16 · 7月22日 
@princeofkodaira フクイチの３号機付近から噴出する大量の水蒸気がライブカメラに
映る。これは地下にある超高熱の熱源＝臨界した核燃料が地下水・海水と接触してい

るからです。この水蒸気は猛毒です！関東・東北から私に入電する線量データもスパ

イク満載です。鹿児島も高いです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Pegasus @Pegasus311 · 6月30日 
運転中の意識消失を糖尿病の低血糖と印象づける操作。

#眠り病　ホの影響は隠し切れないと思う。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4月17日 � 長野県 長野市 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
抜粋http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/bulldozed_over_fuel …
やはり2号機と3号機の間に落下。
それを近くに掘った穴にブルドーザで落としたはず。

そこから煙がでてる。

もう既に燃料棒が地面で燃えてる…
http://twitter.com/ST0NES/status/589153275930251264 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 7時間7時間前 
わ〜、健康バラエティー番組で、”やせるホルモンを出しやすくする食品”　として、食
物繊維とEPAだって紹介して、EPAのダントツ一位が「さばの缶詰」だって言ってる
！　

いかにもなやり口にほとほと呆れる。

…意外に遅かったなァ…ｗ
http://85358.diarynote.jp/201105120819168334/
＞「被曝ダイエット」

War Is Overさんがリツイート 
＊り〜ぽん＊ 030 @mitsurikananary · 7月22日 
長野市の本氣Σ(゜Д゜)
■Facebookからシェア。
長野市権堂アーケード街の七夕祭り。

庶民の気骨、怒りがあらわれていると思います。 

War Is Overさんがリツイート 
森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 13時間13時間前 
長野の商店街の七夕まつり 
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/624767447296442369/photo/1

T. HIRANOさんがリツイート 
いーだ @merci_po · 7月24日 
国会前なんだけど、デモに参加するんですかって警察の人に言われて、何でですかっ

て言ったら、参加されるなら道を通せませんって言われて、参加はしないけど国民の

自由でしょってなった。 
https://twitter.com/merci_po/status/624524504354586624/photo/1

War Is Overさんがリツイート 

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07251
https://twitter.com/rescuenow_net/status/624689233853190144/photo/1
https://twitter.com/enmasan47/status/624345434970959872/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/464.html
http://matome.naver.jp/odai/2137718439868806101
http://nhk.jp/N4KN4GOp
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/bulldozed_over_fuel
http://twitter.com/ST0NES/status/589153275930251264
http://85358.diarynote.jp/201105120819168334/
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/624767447296442369/photo/1
https://twitter.com/merci_po/status/624524504354586624/photo/1


ken @kenkenir · 7月24日 
メディアも毎週来てるんだから警察が過剰警備になりだしたことを拡散しろよ。何の

ために来てるんだよ。

War Is Overさんがリツイート 
INYAKU Tomoya 印鑰 智哉 @tomo_nada · 7月24日 
警察の横暴を規制するにはカメラが有効なのは知っていたけど、今日の教訓は闇夜を

照らすライト。ライトとカメラが狙えば警察は悪いことはできないことを悟るので。

警察に憲法を守らせるのにはそうした道具が必要かも。放送局で使うようなライト、

あるといいかも。

河内丸（裁判員制度を即時廃止せよ） @Kawachi_Maru · 7月23日 
RT @Bergzatsuyoten デモ市民の新しい武器：鏡。。。。なんと素晴らしい　　--　宮
前ゆかり　--
http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-1463.html …

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月25日23:39

AKIRA 2024さんがリツイート 
まゆ 084 @mayu · 12時間12時間前 
【闇】行方不明だった「内閣府情報保全監察室参事官」が遺体で発見される...屋久島 - 大地震・
前兆・予言.com http://jishin-yogen.com/blog-entry-7243.html …

知りすぎたな

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日0:26

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 7月24日 
@keitan911 ガンマー線だけ測って全体を推測すると…、間違います。あと、安心したい気持ちを
捨てないと、危機管理は失敗します。（飯山一郎）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日0:41
寝みゃ〜す…（＾＾；）…
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（７月26日）　バイトは遅番。狙ったように通勤時間だけベクレ雨に打たれるプチ
厄日。

http://85358.diarynote.jp/201507260946451665/

東京五輪の自主返上／震災ガレキは核燃料のかけらデブリ／「食

べて応援」とは汝の体内での核実験なり／10年後に国が亡くなっ
ていても当然だと思う。

2015年7月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

War Is Overさんがリツイート 
玉KINグ別アカ @yasushitamaki2 · 7月23日 
ツイ社がどんな基準で利用者アカウントを突然ロックするか分からんが、おれの前ア

カウントは福島の甲状腺癌の疑いのこども900人のことを報じた産経新聞の記事のリ
ツイートで突然ロックされた。やっぱり不気味や。しかも抗議とアカウント解除依頼

を書式に従って発信しても7月初旬から何の返事もない

あらためまして、おはようございます。

０９：５８です。バイトは遅番。

札幌は外気温２２℃。無風。
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雨の予報ですが、今のところ空は明るい白色…
（＾＾；）

「今朝の気分な曲」は、ＣＤでこんなあたりです…
https://www.youtube.com/watch?v=GEy692bIEg4&index=3&list=RDEqXlu9HqRFY
ホンヤ ミカコ 四万十川　Shimanto　river　Micaco Honya 

参照：http://85358.diarynote.jp/201507252306104694/
＞埼玉の線量２.９２μSv/h／全国ワーストワンです／東京都民４割が移住希望／燃料棒が地面で燃
えてる／「状況は！？」「かなりヤバイです！」／日本は秋まで、もたないかも...
2015年7月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14 分14 分前 
7月26日08時26分
震源地：富士五湖（マグニチュード2.8・深さ20km　震度1：富士河口湖町、大月市（
気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150726083035395-260826.html …）
23日の震源とは違うけど、地震が多くなってる付近が震源。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 32分32分前 
箱根：大湧谷

新たに出来た直径20メートルの噴火口の周りの、今まで（噴気・噴煙）の出ていなか
った箇所からも（噴気・噴煙）が、出ているように見える状態。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 52分52分前 
口永良部島：空振計

7月25日20時以降の空振計のデータ。かなり大きな空振を検知してる状態。
（©気象庁：火山観測網　V.KEHT 鹿児島県 口永良部島）（©防災科研）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【関東の天気 2015年7月26日】
今日もムシムシとした空気が充満して、うだる様な暑さになります。屋内外問わずに

熱中症対策は万全に行って下さい。また北部ほど急な雷雨の可能性があるので、モク

モク雲が近づいてきたら天気急変にご注意下さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【埼玉県 高温注意情報 2015年07月26日 05:07】
埼玉県では、２６日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症

https://www.youtube.com/watch?v=GEy692bIEg4&index=3&list=RDEqXlu9HqRFY
http://85358.diarynote.jp/201507252306104694/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150726083035395-260826.html


など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼さいたま　３７度

▼熊谷　　　３８度

▼秩父　　　３７度

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
重要文化財を輸送した佐川急便、運搬中に破損！国重文「赤漆塗木鉢」が真っ二

つに・・・

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7352.html …
道ばたで荷物受け渡ししてる佐川の宅配車は、二台くっつけて荷物ぶんなげてたよな

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
東京オリンピックの食事に福島県産を使用へ！遠藤五輪相が導入意向！選手村などに

福島の料理！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7353.html …
ワールドカップの二の舞を演じさせたいわけだ

本田が被曝症状を悪化させたのもWCの福島食だった

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
草も木も外部被曝より内部被爆で枯れていく　人や動物も同じだろう

http://inventsolitude.sblo.jp/article/156406580.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
2015年6月14日 南コロラド州　
車のフロントガラスの雨をペーパータオル拭き取って測定したら 10.2 μSv/h 

AKIRA 2024さんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 8時間8時間前 
1分40秒位@dadajiji 南相馬市立総合病院：副院長 及川友好(脳神経外科)
http://youtu.be/QS34wMR6ZBc?t=2m11s …
『私自身は脳神経科医です。恐ろしいデータが出ています。我々の地域での脳卒中発

症率が３５から６４歳の壮年層で３．４倍にまで上がっています。』

AKIRA 2024さんがリツイート 
こさくら @kotonee · 8時間8時間前 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7352.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7353.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/156406580.html
http://youtu.be/QS34wMR6ZBc?t=2m11s


おいおい2駅連続で急病人発生かよ…

War Is Overさんがリツイート 
nori @n0ri_tiki · 8時間8時間前 
『８０年ぶり２度目の東京五輪の自主返上！』 
http://amba.to/1TZjjEA 
寺島実郎が、７月１２日のサンデーモーニングで２０２０年東京オリンピックが開か

れない可能性（開催権の自主返上）を言い出した。

これは海外の某勢力の意向を代弁したものだろう。

War Is Overさんがリツイート 
あかねさす @akanesasu12345 · 9 時間9 時間前 
「イスラエルがやっていることを見ていると、10年後に国が亡くなっていても当然だ
と思う」（オーストラリアの外交官）RT@reishiva @heiwa_spi 米国の世論も少し
変わってきた。市民運動が貢献。対イスラエル・ボイコット。イスラエルとの協力拒

否を呼びかける。

War Is Overさんがリツイート 
す〜ざん☆ @suuzan822 · 10時間10時間前 
新宿駅倒れてる人多すぎワロエナイ。

War Is Overさんがリツイート 
烏賀陽（うがや）弘道 @hirougaya · 11時間11時間前 � 東京都 中央区 
そもそも、冷戦時代から、中国やソ連（ロシア）の大陸間弾道ミサイルはずっと日本

を標的のひとつにしていたのに、そのときにはまったく慌てなかった人たちがいま「

中国の海軍力増強ガー」と大騒ぎなのは笑止千万です。@BB45_Colorado

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【奄美地方(鹿児島県) 記録的短時間大雨情報 2015年07月25日 21:21】
２１時鹿児島県で記録的短時間大雨

徳之島町付近で１２０ミリ以上

War Is Overさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 22時間22時間前 
.@wizard1121 アメリカの学者、スターングラスさんが、前頭葉にストロンチウムが内
部被曝で入った場合、β線の放射線を出し急激な意識消失や転換のような症状が出る

と言っています。関東での横転事故や、道路や電車内で倒れたように寝込んでいる人

http://amba.to/1TZjjEA


の原因ではないでしょうか。

War Is Overさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 7月25日 
＜警戒レベル超＞Eugene, Oregon （ＵＳＡ）
2028 CPM 11.560uSv/hr 
詳細情報が消去されているため不明、直近半日以内の情報と推測

AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8 @million_Gods · 7月24日 
「食べて応援」とは汝の体内での核実験なり。 #hibaku

War Is Overさんがリツイート 
あかね @akanenene · 7月24日 
@koichi_kawakami @irukatodouro アメリカの戦争は、もはや公共事業。そして、日本
もそれに加担することになった。強行採決される前に、アメリカは兵を4万人削減して
いた。それは、日本の自衛隊で穴埋めされる。

War Is Overさんがリツイート 
Koichi Kawakami @koichi_kawakami · 7月23日 
（川原 茂雄さんのFacebookから）
隣の家の人は、これだけ世界のあちこちで火をつけてきたのです。ほとんど放火魔

と言っていいでしょう。70年間、一度も日本に燃え移らなかったのは、間違いなく憲
法第９条があったからだと思います。 
https://twitter.com/koichi_kawakami/status/624136034389852160/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 7月22日 
日本は終わったと言うが、そうでは無い。

既に日本と云う国は存在していなかったのである。

311福島第一原発事故によってそれが露呈した。
日本と云う国家は幻想の中に存在していたにすぎない。

しかし、その夢から覚める時が近づいている。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月21日 
「現象は噴火だが、住民の不安をあおるなどの防災上の影響もあるので、噴火とは呼

ばない」と気象庁はゆったらしい。噴火しても噴火だと気象庁は言わないのか。そ

うか。箱根山はこのかん、きっと何回も噴火してたんだろね。おーこわ。

https://twitter.com/koichi_kawakami/status/624136034389852160/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
吉田戦車 @yojizen · 7月15日 
ほんと今日のNHKの「何も変わったこと起こってませんよ〜」感すげえな。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4月17日 � 長野県 長野市 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました cmk2wl
3号機の爆発で飛び散った燃料。一部は敷地内にブルトーザーで埋めたという酷過ぎる
話だったけど、それらだって臨界する可能性はある。

http://twitter.com/cmk2wl/status/491355153652387840 …
cmk2wlさんの直感どおりだ。既に2012年には始ってた！
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/bulldozed_over_fuel …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2月27日 
「原発の内部に関する報道で「ガレキ」と言ってるのは核燃料のかけら「デブリ」で

ある。わざと「ガレキ」という言葉を使っているのは真実を知らせないため。アメリ

カの技術者の間では、日本の民主主義のレベルの低さを示すエピソードになって

いる。」原発技術者 名嘉 幸照

https://www.youtube.com/watch?v=OQKEzEn0g30
本谷美加子 - 奇異恩典(amazing grace) 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日15:53
狙ったように通勤時間だけ

ベクレ雨に打たれるプチ厄日。

(∋_∈)

http://twitter.com/cmk2wl/status/491355153652387840
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/bulldozed_over_fuel
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月27日9:03
〜０５１８５６９、

＞０５１８６６５．
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（７月26日）　黒ビーフカレーなう！o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201507262119002714/

札幌２１.４℃。(‾ー+‾)ニヤリ
2015年7月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

むしろ寒い。(^_^;)

そして０.０３６μ。o(^-^)o

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月27日9:03
小数点を打ち間違えていたので、

（＾＾；）

こっそり修正…ｗ
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507262224057292/

復活の黒ゴジラ…(‾ー+‾)ニヤリ （違っ
2015年7月26日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (4)
黒ビーフカレーなう！o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201412242127402554/
（ちょっと、スパイス配合、変わった…？）       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日22:39
旨い

美味い

辛い

カライ

幸せッ♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日22:44
カレーと豚汁とポテトサラダの

パーフェクトなセットアップで

５４１円♪ (≧ω≦)b

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日23:33
無事帰投。

ごめん。情報チェック無理。

(^_^;)
おやすみ〜…(^。^;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月27日11:33
AKIRA 2024さんがリツイート 
hiromin @hirominkok · 7月22日 
食べて口の中がピリピリするものは、311後は放射背物質を疑ってます。よって次からは食べない
。行きつけのＡ店は、何を食べても感じないんですが、Ｂ店はカツオ節がよく効いた味噌汁がヤ

バイ。自分で産地を厳選して買った食材で作った料理では、刺激はまったくありません。
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（７月27日）　バイトはお休み…☆

http://85358.diarynote.jp/201507271041022713/

足立区に原発？　２μ越え。「チェルノブイリの時はその距離は

避難域だった」／事故前の１万4200倍／皮膚癌で足指切断
／3000万人に移住の用意／殺してるの自分たちじゃないですか？

2015年7月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０９：０９です。

札幌は２５℃。

乾いた暑い微風と燦々たる直射日光。

湿度も線量も低め…
天国…♪（＾Ｏ＾）♪
（…そして、バイトはお休み…☆）

生乾きで何日もぐずぐずしていた洗濯物をようやく全部たたみ、布団を干しました…♪

ざっと情報チェックだけして、銭湯、出撃…ッ♪
https://www.youtube.com/watch?
v=4LaKVH6z610&index=18&list=PLOsAZo6DqdPRUGrqhixxtt5D5-De0icY0
ZABADAK-Yasumanai tsubasa(休まない翼

（しかしやはりそうとう被曝量は上がっていたらしく…
　現在、肺の中から、「闘って力尽きて、死んで腐った白血球の臭い」が漂っております…（
〜〜；）…

https://www.youtube.com/watch?v=4i_lNuufNfQ&list=PLOsAZo6DqdPRUGrqhixxtt5D5-
De0icY0&index=1
ZABADAK わにのゆめ 

…今朝は根岸線と横須賀線と東海道線と東横線＋みなとみらい線、
さらに山手線、ついでに西武国分寺線まで、

一斉に！不通になったらしい…
…||||（＠■＠；）||||…

横浜南西辺境丘陵地帯のジッカにおったら、完全に、通勤不能だ…ｗｗｗ

（てか、月曜日の朝の関東西南全域の通勤手段が全滅って…ｗｗｗ）
（国家的に、首都中枢のビジネス機能が全麻痺。だよねぇ…？？？）

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
福島原発の敷地内上空にみられる赤やピンクのモヤや霞が、放射性物質によるもので

はないかという指摘と、3号機の手前の緑は煙ではないかという指摘が海外でされて
いる。

27日現在の福島原発も…。
https://twitter.com/cmk2wl/status/625468520352976896/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【神奈川県 高温注意情報 2015年07月27日 05:04】
神奈川県では、２７日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中

症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼横浜　　３５度

▼小田原　３５度

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【長野県 高温注意情報 2015年07月27日 05:02】
長野県では、２７日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症

など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼長野　　３５度

▼松本　　３６度

▼飯田　　３５度

▼諏訪　　３３度

▼軽井沢　３０度

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
これ、意味わかります？致死的な被曝をしているということ。

再生不良性貧血の特徴は、赤血球だけでなく、白血球も血小板もすべての血球が減少

してしまうこと。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
ありゃぁ、夜なのに、緑色の毒ガス放出してるっぽいね。

この時間のF1。@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%23GreenPlume+OR+%E7%B7%91+OR+%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A+OR+%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA+OR+%23GreenSmokeGas+OR+%E7%B7%91%E8%89%B2+OR+%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%B9+OR+%E3%82%AB%E3%83%89%E3%83%9F%E3%82%A6%E3%83%A0&src=realtime&f=tweets
…
やっぱ、原子炉の内側が錆びてるんだろ。

それが高濃度な放射能の蒸気で大量に大気へ流出‥。

https://twitter.com/ST0NES/status/625333186361307136/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ふらん(G20余韻) @framboise731 · 10時間10時間前 
6月くらいから、やっぱり海沿いは変だな…。
海沿いを走ると、車の窓が油っぽく曇る。洗ったりこすれたりすると明らかに何かつ

いてた感じ… 
GWくらいまではこんなことなかった。

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 11時間11時間前 
無知な親たちの怖ろしい光景ですね。

渋谷でこんなことやって、子供まで連れ出して

「だれの子供も殺させない」って殺してるの

自分たちじゃないですか！？

放射能無知の怖ろしさ！！

ジャックされてるのはあなた達

写真　田中隆作ジャーナルより 
https://twitter.com/k2cyan/status/625304608198397952/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11 時間11 時間前 
@ats8u @miel_san これ？↓
ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ90が壊れるとｲｯﾄﾘｳﾑ90になり､ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ90より4倍も強力なβ線を出す｡このｲ

ｯﾄﾘｳﾑは膵臓に集中し､糖尿病、膵臓癌の原因に

http://sakuradorf.dtiblog.com/?mode=m&no=320

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 12時間12時間前 
驚異的な2μ越え。もうタイムリミットが近づいてる感が。。

“@ST0NES: 東京都足立区には原発があるのでしょうか？
2015年5月5日http://hakatte.jp/spot/54269 
2.438μSv/h

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
2015年7月23日
東京都西東京市芝久保町

1.23μSv/h:http://hakatte.jp/spot/54595 
おいおい、原発事故ぜんぜん終ってないじゃないか！@TEPCO_Nuclear
報道機関は何やってんだ？

テレビもラジオも、プロ野球や相撲の中継やってる場合ではない！

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
2015年7月21日
東京都小平市花小金井

0.49μSv/h
http://hakatte.jp/spot/54583 
引用:事故後5年目を迎える今の東京がこの汚染状態。チェルノブイリでは0.41で廃村だ
ったのに、東京ではマスクもせずみんな普通に暮らしています。オリンピックやって

もいいの？

AKIRA 2024さんがリツイート 
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neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2011-08-20
私は仙台在住で

鉄屑など有価金属を扱う仕事をしています

会社に放射線を探知する機械があり

３月の福島の水素爆発事故以来 会社の敷地内ですが
酷い時は通常の線量より10倍〜100倍位高い値が出ています
なのに行政は殆ど知らんプリ。に感じます

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 13時間13時間前 
たらみのゼリー、白桃果汁は福島産、メロン果汁は茨城産らしい

http://matome.naver.jp/odai/2137646284270188401 …　★加工食品と産地★の話題 4-
Seaまとめ

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
イスラエルと米国戦争屋がつくった「イスラム国」

この殺人集団と闘っているハッカー集団・アノニマスが

「フクイチの恐ろしすぎる真相」を全世界に発信(飯山一郎氏)
’15/7/21決定的瞬間
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H6GASNBqMeg … 

neko-aii @neko_aii · 13 時間13 時間前 
井戸川前双葉町長

「私が町長だった時には、多くの人々が心臓発作で死んだことを知って…。
福島では多くの人々が急死…若い人々でさえも...。
東電の従業員も亡くなってます。

しかし誰もがそのことに関して口を閉ざしているのです」

岡城 敦士 - 探求 @ats8u · 14時間14時間前 
ちょっと調べてみたら、被曝と糖尿病（１型）は関連があるらしい。チェルノブイリ

原発事故で汚染されたミンスクとゴメルを比較すると、より汚染が酷かったゴメルの

方が糖尿病の罹患率が高いという研究報告があるらしい。

『環境と糖尿病』http://www.diabetesandenvironment.org/home/contam/radiation …
　AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 6月20日 
(2012/05/12 FukushimaDiary)
福島県須賀川市公立岩瀬病院の三浦院長

『市内仮設住宅に住む小学生以下の十人のうち

６人を糖尿病と診断した。異常事態です』

ストロンチウム90はイットリウム90にベータ崩壊し、
膵臓に蓄積して膵臓癌や糖尿病を引き起こす

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
当然、#よみうりらんど も汚染されてるよな。
読売ジャイアンツは不滅です？

巨人軍のみなさん、そんなところで野球の練習やってるのか。

だいじょうぶなん？

http://twitter.com/ST0NES/status/566594143434964992 …
https://twitter.com/ST0NES/status/625263914008231936/photo/1
　　　巨人軍はゲンパツです！

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
福島沖もそれより広範囲も、ずっと濃霧警報のままです。

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
東京、埼玉、千葉、神奈川の広い範囲で光化学オキシダント注意報が発令中。

オキシダントは過酸化物。セシウム等の放射性物質とも関係しています。

注意を。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 16時間16時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
だめです。去年、2014年だけで日本人、130万人しんでます。
http://twitter.com/ST0NES/status/550630506664980481 …
月に10万人ずつ、この世を去ってます。
戦争やってるより酷い状態の国です。いまの日本。

@niwayamayuki 戦争だめだけど、被曝はいいのか？わけわからん。

neko-aiiさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 16時間16時間前 
中学生の息子が学校の健康診断で甲状腺が腫れてると指摘され大きな総合病院で検査

した結果も甲状腺腫確定。なのに学校からきた健康診断の結果は所見なし、、どうい

うこと？明らかに異常が見つかったけど？どこが誰が隠蔽指示したんですか？恐すぎ

AKIRA 2024さんがリツイート 
Sputnik 日本 @sputnik_jp · 17時間17時間前 
ロシア人3000万人に #極東 移住の用意あり http://sptnkne.ws/59d 
https://twitter.com/sputnik_jp/status/625215251781406720/photo/1

War Is Over @kenshimada · 17時間17時間前 
日本の水のセシウム濃度は事故前は0.045ベクレルだったが、今は1000ベクレル以上。
首都圏の水の汚染は現在進行中。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基

準に比べれば１万4200倍という、もうクラクラする数字に達している。
http://www.facebook.com/kuminchuu/posts/492013964180929 …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：07/23 00:38
tokaiamada
花見川区の友人からメールが来た

長沼原の農家野菜売りのオジサンは皮膚癌で足指切断、オバサンは胃ガン

花見川団地の店主2人が癌で死亡 どこもかしこも癌ばかり
本人の甲状腺も廃失 至る所で甲状腺疾患と癌ばかり

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：2015/07/05(日) 22:40 ID:XXXXXXXX
東京都府中市在住

https://www.facebook.com/tsukasa.tomita.108/posts/1466492890328033 …
2年ぶりに受けた健康診断で甲状腺に腫瘍が見つかって詳しい検査をすることに。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：2015/07/05(日) 22:41 ID:XXXXXXXX
秋田県秋田市在住

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=517459305068050&id=100004119541587 …
甲状腺機能低下症とやらで〜一歳から薬のみ、今日三歳になったからってことでの負

荷検査の為入院です。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：07/04 14:42
0918miyaken 2012年9月29日
同じ宿のセルビア人に原発が起こった時何か行動したか？と尋ねられた。答えはノー

。だってフクシマから神戸は600km離れてるんだよって答えたら、「チェルノブイリ
の時はその距離は避難域だった。」と言われた

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 22 時間22 時間前 
Ｆ１の地下デブリのまわりに巨大な空洞が出来ていて、これが現在進行中の「不等

沈下」の原因なんだが、間もなく地下の巨大な空洞が一気に崩壊して、大陥没が起こ

る危険性が高まっている…と。（飯山一郎）
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07261 …

https://www.youtube.com/watch?v=IMCfWlem924
「千本桜（高速）」 を弾いてみた 【ピアノ】

AKIRA 2024さんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 18時間18時間前 
被曝なり国民投票なりなんでも好きな様にやってください。おれは出口を探します。

https://www.youtube.com/watch?v=WSg53srhQyQ
Victor Jara - El Derecho de Vivir en Paz (Álbum completo)
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（７月27日）　ヘアカラーでアレルギーに／脳がやられたらお終いなんだよ。

http://85358.diarynote.jp/201507271642165009/

サッポロ炎暑なう。

2015年7月27日コメント (1)
 
２８℃。ｗ(‾ー+‾)ｗ
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月27日19:27
無事？帰投。(^_^;)
いや？

ここんちサウナ…？？
(・ω・;)(;・ω・)

なんで温泉より、湿度が高いの…？？ヽ（・＿・；）ノ
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http://85358.diarynote.jp/201507272355423332/

熱中症で内臓が溶ける／F1また汚染蒸気を噴き出してるよ／突発
性被曝死（熱中症偽造）死体／物凄い量の放射能だ／ヘアカラー

でアレルギーに／脳がやられたらお終いなんだよ。

2015年7月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
2015年05月16日
そこのおとうさん！　あなた　台湾や韓国が輸入禁止にしたものを毎日食っていませ

んか？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/131098345.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年12月7日 
脳がやられたらお終いなんだよ。思考も感情も、体全体を統御することもできなくな

って驀地に落ちていく。しかも、脳はやられても本人は気がつかない。

おばんです。２２：２４。

なんだかへろへろです。

〜へろ（＾へ＾；）ろへ〜

摂取した水分量と、トイレの回数で計算すると、今日一日で少なくとも３リットル以上？の汗を

かいています…

…（＾□＾；）…

暑いわ、蒸すわ…
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私が小学生だった頃（１９７０年代）の「関東の夏休み」が、

ちょうどこのくらいでしたかねぇ…（遠い目…）

特務機関NERV @UN_NERV · 7 時間7 時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月27日 15:45】
北海道地方は、２８日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる

見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください

。

https://www.youtube.com/watch?v=OKpxuHLUzuA
Relax with the Best Music Of Bob Marley 

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5分5分前 
F1:4号機側のカメラは、今もう、ほとんど何も見えない。@TEPCO_Nuclear
いや、すこし見えてきた。

このなかで夜なのに遠隔操作でクレーンを動かしてる？

http://twitter.com/ST0NES/status/625664356735283201 …
なにか隠す目的でワザト？ 

cmk2wl @cmk2wl · 14 分14 分前 
あっというまに福島第一原発は真っ白です。

そして銚子で湿度が 100パーセントになりました。続くかどうか…。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 20 分20 分前 
あじゃじゃじゃじゃじゃ‥

やっぱ始ったね。22時36分。
またもや汚染蒸気を大量放出。@TEPCO_Nuclear
そこで作業する？

http://twitter.com/ST0NES/status/625657121204404224 …
http://twitter.com/ST0NES/status/625660704444383232 …
無人か？ 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 29分29分前 
⑨外国で公開されている福島第一原子力発電所の高精細画像

　Air Photo Service Co. Ltd 
http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/625662105077706752/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 32分32分前 
⑤外国で公開されている福島第一原子力発電所の高精細画像

　Air Photo Service Co. Ltd 
http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/625661730710892545/photo/1

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 52分52分前 
F1:1号機カバー7月28日解体予定？@TEPCO_Nuclear
http://oshidori-makoken.com/?p=1318 
　もう外してんじゃん！

https://twitter.com/TEPCO_English/status/623841646816276480/photo/1
22 Jul 2015；@TEPCO_English
Unit 1 roof removal.

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 58分58分前 
@ST0NES 追記ですが、2015/7/27 22時現在、TBSは真っ黒砂嵐。理由が今までによ
く解らなかったけど、これはTBSカメラ側に蒸気が押し寄せてる状態、カメラ近くに
はライトが無い為、福一の明かりが蒸気で遮られると真っ黒砂嵐となる、というのが

真実のように思います。

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
ふくいちライブカメラ。

また変なモヤがでてきました。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/625652554597142528/photo/1

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
F1原発事故の周辺地域は広い範囲で微振動がつづいている。
http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=tweets …

https://www.youtube.com/watch?v=OKpxuHLUzuA
http://twitter.com/ST0NES/status/625664356735283201
http://twitter.com/ST0NES/status/625657121204404224
http://twitter.com/ST0NES/status/625660704444383232
http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/625662105077706752/photo/1
http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/625661730710892545/photo/1
http://oshidori-makoken.com/?p=1318
https://twitter.com/TEPCO_English/status/623841646816276480/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/625652554597142528/photo/1
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=tweets


今夜あたり、また、なにかおそろしいモノが出る雰囲気‥。

2015.07.27_18.00-21.00 @TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=PEduOSB0g1s …

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
2015年7月27日F1。13:46〜19時@TEPCO_Nuclear
16時以降には落ち着いたのか‥
http://www.youtube.com/watch?v=R2mY4S1LGGs …
それまでは現場が揺れながら汚染蒸気を噴き出してる。

強い放射線で画面も乱れるほど。

http://www.youtube.com/watch?v=CggDwvwrf8I&t=46s …

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 2時間2時間前 
＊体調メモ：午後からの皮膚表面のチリチリ、チクチク感が少し前から強くなって

きた。

飛んでる〜＞＜

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
でhttp://twitter.com/ST0NES/status/625632982557069313 …
いま現在のF1の様子。@TEPCO_Nuclear
ライブカメラのショットで。20時46分ごろ。
いわゆる、#トリチウム水蒸気 の大量放出はおさまってきてる模様だが
かなり高温状態かも。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
ありゃ。F1また汚染蒸気を噴き出してるよ。凄まじく。
http://www.youtube.com/watch?v=CggDwvwrf8I …
http://www.youtube.com/watch?v=d3p_vHnOObM …
予測どおりだったな。

http://twitter.com/ST0NES/status/624861858424434688 …
慌てて濃霧注意報か。

http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
原発事故周辺地域、首都圏の皆さん、冗談ぬきで失明するよ。

なぜ？なんべんも記してきたよ。克明に。

http://twitter.com/ST0NES/status/621156839535718400 …
http://twitter.com/ST0NES/status/621251046677987328 …
http://twitter.com/ST0NES/status/622453589206700033 …

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年07月27日 15:02】
関東甲信地方では、７月１１日頃から気温の高い状態が続いています。この状態は、

今後２週間程度は続く見込みです。農作物や家畜の管理、熱中症などの健康管理等に

十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月27日 13:42
】

関東甲信地方の一部の地域では、今日（２７日）夕方にかけて、光化学スモッグの発

生しやすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

AKIRA 2024さんがリツイート 
きのこ組　組長 @kinokokumi · 9時間9時間前 
【医者と警官から死んでいく】

何故かと言うと

今、突発性被曝死（熱中症偽造）の死体は

中性子線によって

核化しているから。

http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-7978.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴょこぴん☆ @pyokopin · 9時間9時間前 
@snoopymaygon めいちゃんさん、こんにちは。３．１１以降今までになったことの
ない症状が色々出ていますが　昨日はヘアカラーでアレルギーになりました。顔（頬

の上の方、目の脇）がまだすごく腫れています。今までなったことがなかったのでび

っくり。

http://www.youtube.com/watch?v=PEduOSB0g1s
http://www.youtube.com/watch?v=R2mY4S1LGGs
http://www.youtube.com/watch?v=CggDwvwrf8I&t=46s
http://twitter.com/ST0NES/status/625632982557069313
http://www.youtube.com/watch?v=CggDwvwrf8I
http://www.youtube.com/watch?v=d3p_vHnOObM
http://twitter.com/ST0NES/status/624861858424434688
http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html
http://twitter.com/ST0NES/status/621156839535718400
http://twitter.com/ST0NES/status/621251046677987328
http://twitter.com/ST0NES/status/622453589206700033
http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-7978.html


AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9時間9時間前 
夏から秋にかけて大気中のストロンチウム９０は最大になる。そして熱中症で内臓が

溶ける。 update18
熱中症搬送6000人超、死者は14人　13〜19日
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E3%81%A7%E5%86%85%E8%94%B5%E3%81%8C%E6%BA%B6%E3%81%91%E3%82%8B
…

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
光化学オキシダントの注意報の頻度が上がっています。

このままだと、この夏は過酸化物地獄に。

オキシダント、NOx、PM2.5はすべて影響しあって大気質を悪化させる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
千葉、埼玉、神奈川なんかでも発令されてますよ。光化学スモッグ。ランクが「注

意報」の地域もあるので、住んでる県のホームページで確かめた方が身のため。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
2015年07月27日　光化学オキシダント注意報発令中。
東京、埼玉、神奈川、千葉の広範囲です。

気温が上昇すると室内の VOCも揮発して濃度が上昇。熱中症の原因になります。
屋外も室内も危ない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
mayumi @m_a_yu_ · 10時間10時間前 
mayumiさんがリツイートしました meglalala＠禁被ばく戦争反対
３１１前から関東の暑さは異常で、少年野球部の役員やってた時から練習日には気を

つけていた・・気をつけていれば熱中症になんてなる子はほとんどいなかった。３１

１以降の異常な熱中症は単なる熱中症ではない。静かに殺されているんだよ。無主

物に。 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
千葉13区、茨城3区、千葉8区、茨城2区、千葉6区。もう言うまでもありませんよね。
濃厚汚染地帯です。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/132295113.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/625525537579008000/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴこたん @picogmgm · 11時間11時間前 
東京の湿気、何十年も住んでいるけどいままで経験したことのないような異常な湿気

だよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 11時間11時間前 
"uzu_ra_uzu: もう何日間も熱中症対策しても、薬飲んでも目眩が治らなくて吐き気が
して、いい加減食欲も落ちてきた。どこが悪いのかも分からないからいっそ倒れて救

急車乗りたい_:(´ `」∠)
東京圏

#関東あるある線
#フォールダウン症候群
悪いんじゃなくてもう破壊されてる

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 11時間11時間前 
@reila_visual 
真面目に回答すると放射能の影響です。

知能が低くなったり、運転しながら寝ます。

死んでたり、気絶してるパターンもあります。

また新品のタイヤでもバーストしてます。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
これ、意味わかります？致死的な被曝をしているということ。

再生不良性貧血の特徴は、赤血球だけでなく、白血球も血小板もすべての血球が減少

してしまうこと。

AKIRA 2024さんがリツイート 
sa360 @sa3605 · 19時間19時間前 
７月２７日風の情報です。日本は低気圧を電磁波で作られました。福一の風は低空か

ら上空まで循環させられますから日本中放射能に汚染されます。必要のない外出は避

けてください。これは自然の風ではなく汚染を拡散します。悪意が見えます。　#人工
http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/westpac/winds/wgmsdlm1.GIF …

http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E3%81%A7%E5%86%85%E8%94%B5%E3%81%8C%E6%BA%B6%E3%81%91%E3%82%8B
http://inventsolitude.sblo.jp/article/132295113.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/625525537579008000/photo/1
http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/westpac/winds/wgmsdlm1.GIF


AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月26日 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました contra
こちらの内容を

http://twitter.com/asuka_250/status/624939737527160832 …
web翻訳して読んでみると‥
http://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fcricket.biol.sc.edu%2Fchernobyl%2FChernobyl_Research_Initiative%2FIntroduction.html&tl=ja
…
やはり東日本〜関東からの移住（厳密には国外退避）のタイムリミットは

2013年だったことを痛感。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月25日 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
前兆だな。

http://twitter.com/YuretaKamo/status/624856895140945920 …
また凄まじい汚染の嵐がくるかもな。@TEPCO_Nuclear
夏休み始って世間様が屋外へ出払う頃合を見計らってんだよ。

何も知らずマスクしないヒトが吸いこむように。ヤバイ国。

neko-aiiさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 5月26日 
医者の知り合いが３人います

311以降、すぐに状況を聞きました
「写るのは点々だらけ。レントゲンで診断が出来る状況ではない。

空間にあるのは、物凄い量の放射能だ」と

東日本から西日本へ転勤してしまいました

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8e648ce9c879b511dab6016377a13dbb … …
被曝

急病人

給食

水道

…ちょっと待て。「キツネさん」が！大変なことに…！！
…||||（＠◆＠；）||||…

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � Alaska, USA 
【M4.2】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 45.6km 2015/07/27 21:19:19
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MslYEH (USGS)http://j.mp/1MslWww

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M4.7】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 27.4km 2015/07/27 19:54:28
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1D1OF9z (USGS)http://j.mp/1MslNt1

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M4.6】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 42.4km 2015/07/27 19:45:11
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1I4wQn0 (USGS)http://j.mp/1GU7JkZ

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.6】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 5.4km 2015/07/27 17:27:50
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1IAGYcx (USGS)http://j.mp/1esWysC

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 �
【M4.3】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 25.7km 2015/07/27 15:19:09
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OJXhCS (USGS)http://j.mp/1gfnYE8

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.7】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 47.6km 2015/07/27 16:43:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1gYNAFp (USGS)http://j.mp/1OvIiMj

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.1】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 19.5km 2015/07/27 14:32:15
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1gYMx8n (USGS)http://j.mp/1OJUpGe

http://twitter.com/asuka_250/status/624939737527160832
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fcricket.biol.sc.edu%2Fchernobyl%2FChernobyl_Research_Initiative%2FIntroduction.html&tl=ja
http://twitter.com/YuretaKamo/status/624856895140945920
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8e648ce9c879b511dab6016377a13dbb
http://j.mp/1MslYEH
http://j.mp/1MslWww
http://j.mp/1D1OF9z
http://j.mp/1MslNt1
http://j.mp/1I4wQn0
http://j.mp/1GU7JkZ
http://j.mp/1IAGYcx
http://j.mp/1esWysC
http://j.mp/1OJXhCS
http://j.mp/1gfnYE8
http://j.mp/1gYNAFp
http://j.mp/1OvIiMj
http://j.mp/1gYMx8n
http://j.mp/1OJUpGe


地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.5】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 37.0km 2015/07/27 14:28:00
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1gYMwS5 (USGS)http://j.mp/1OJUvxr

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.6】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 35.0km 2015/07/27 16:40:30
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1D4Yt2a (USGS)http://j.mp/1OJTLZp

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.0】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 25.7km 2015/07/27 14:31:49
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LMfnWq (USGS)http://j.mp/1OvF6A1

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.9】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 27.5km 2015/07/27 15:45:16
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OvE9rE (USGS)http://j.mp/1LMdoBC

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.9】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 38.4km 2015/07/27 15:19:33
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Msdk9k (USGS)http://j.mp/1Msdkpy

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.1】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 38.2km 2015/07/27 15:13:34
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1esFC5G (USGS)http://j.mp/1MsczwR

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.4】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 20.0km 2015/07/27 15:05:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Mscqtj (USGS)http://j.mp/1IpjyVG

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M4.8】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 28.6km 2015/07/27 14:17:14
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1gf9LqR (USGS)http://j.mp/1IpjdlO

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M6.7】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 25.8km 2015/07/27 13:55:45
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1IpiDV9 (USGS)http://j.mp/1HTUrJ4

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
Updated【M6.9】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 27.1km 2015/07/27
13:49:46 JST
(G)http://j.mp/1gYBdt0 (USGS)http://j.mp/1U1And6

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.4】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 35.0km 2015/07/27 09:31:38
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1gYacpF (USGS)http://j.mp/1Ms8HMq

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
やっぱり、北海道：雌阿寒岳が危ないと言い出した。

27日10時30分：気象庁発表「火山性地震が増加。昨日２６日が１８３回、２７日１０
時までは１０５回」

画像は７月９日。詳細→

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618984551751118848 …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
九州の火山帯が非常に活発な状態が継続

「九州：霧島連山　26日に地下のマグマやガスの動きを示すと考えられる火山性微動
を観測」　

霧島連山は7月になり火山性地震が増加していた（報道
：http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150726/k10010166921000.html …）

地震マップ @eq_map · 7月26日 
【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 51.5km 2015/07/26
21:51:58 JST[UTC+9]

http://j.mp/1gYMwS5
http://j.mp/1OJUvxr
http://j.mp/1D4Yt2a
http://j.mp/1OJTLZp
http://j.mp/1LMfnWq
http://j.mp/1OvF6A1
http://j.mp/1OvE9rE
http://j.mp/1LMdoBC
http://j.mp/1Msdk9k
http://j.mp/1Msdkpy
http://j.mp/1esFC5G
http://j.mp/1MsczwR
http://j.mp/1Mscqtj
http://j.mp/1IpjyVG
http://j.mp/1gf9LqR
http://j.mp/1IpjdlO
http://j.mp/1IpiDV9
http://j.mp/1HTUrJ4
http://j.mp/1gYBdt0
http://j.mp/1U1And6
http://j.mp/1gYacpF
http://j.mp/1Ms8HMq
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618984551751118848
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150726/k10010166921000.html


(G)http://j.mp/1MuESvB (USGS)http://j.mp/1IlKXn9

https://www.youtube.com/watch?v=L3HQMbQAWRc
Bob Marley - Don’t worry be Happy
 
 

http://j.mp/1MuESvB
http://j.mp/1IlKXn9
https://www.youtube.com/watch?v=L3HQMbQAWRc


（７月28日）　気温２８℃超えで、エアコン故障…

http://85358.diarynote.jp/201507280907207852/

爆発してる？ 死んだの？F1。
@TEPCO_Nuclear

2015年7月28日 深夜0時40分。
2015年7月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【上川・留萌地方 高温注意情報 2015年07月28日 05:05】
上川・留萌地方では、２８日の日中は気温が３３度以上となるところがあるでしょう

。熱中症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼旭川　３３度

▼留萌　２６度

AKIRA 2024さんがリツイート 
kotaminasao @ktnmk · 7月26日 

http://85358.diarynote.jp/201507280907207852/
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くも膜下出血で亡くなったという方のtweetをみたけど、頭痛、吐き気、目が回るとい
う典型的なくも膜下出血の症状が出てるように思えるけど、熱中症だと思ってしまっ

たのかな…。とくに「目が回る（天井がぐるぐる回る感じ）」は危険な徴候なので、
これらの症状が出たら受診すべきだと思います。

AKIRA 2024さんがリツイート 
月餅 @geppeeee · 7月21日 
家に帰ってきてから頭痛と吐き気、それとものすごい寒気がしていたので寝てたんで

すが、夜になって模試から帰ってきた息子に「熱中症で寒気がある場合は救急車を呼

ばなければだめだ」と叱られる始末。幸い私は持ち直しましたが、皆さんも「熱中症

で寒気や熱痙攣がある場合は救急車」ですよ！

おはようございます。０８：２７です。

札幌は２６℃。明るい曇り空の、微風。

昼間どんなに蒸し暑くても、深夜から夜明けにかけては気温が下がってくれて熟睡できるので助

かります…

（てことで寝過ごしたので、もうあまり時間がありませんが…）

今朝の音楽は、昨日１０８円でＣＤを入手したので、これ。

https://www.youtube.com/watch?v=qdX6XrDOOrM
I Don’t Want To Miss A Thing Aerosmith アルマゲドン 【日本語字幕】.flv 

ところでちょっと地震がスゴスギませんか…？
…||||（＠■＠；）||||…
「Ｍ７級」が、連発花火大会だよ…？？

地震マップ @eq_map · 14分14分前 � Papua, Indonesia 
Updated【M7.0】PAPUA, INDONESIA 48.0km 2015/07/28 06:41:21JST, 2015/07/27
21:41:21UTC
(G)http://j.mp/1SKehJI (USGS)http://j.mp/1LPR0al

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
Updated【M6.9】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 27.1km 2015/07/27
13:49:46 JST
(G)http://j.mp/1gYBdt0 (USGS)http://j.mp/1U1And6

https://www.youtube.com/watch?v=qdX6XrDOOrM
http://j.mp/1SKehJI
http://j.mp/1LPR0al
http://j.mp/1gYBdt0
http://j.mp/1U1And6


地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M6.7】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 25.8km 2015/07/27 13:55:45
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1IpiDV9 (USGS)http://j.mp/1HTUrJ4

悠宙舞さんご推薦。

https://www.youtube.com/watch?v=ZJMArHLhsE0
落ち込んだ人を全力で応援する洋楽集日本語字幕付き 

きむらゆい@フォーラム4 @yuiyuiyui11 · 3 分3 分前 
何故無批判に報じるのか？フクイチ事故の際、マニュアルでは400人が事故対応のとこ
ろたった70人しか残らなかった。川内では54人が事故対応に当る想定。反省もない。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4 分4 分前 
3時間経過し、埼玉県で観測される落雷も減っているように見えます。 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/625811689749876736/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 32分32分前 
【埼玉県 警報情報 2015年07月28日 08:12】
埼玉県では、２８日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［南西部］大雨・洪水

［北西部］大雨・洪水

［秩父地方］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 45分45分前 
【西武秩父線 運転見合わせ 2015年7月28日 7:59】
大雨の影響で、現在も吾野〜西武秩父駅間の運転を見合わせています。なお、振替輸

送を行っています。

らじ　となかまたち 1 @radi2 · 57分57分前 
今日はフクイチ一号機のカバー解体だよ / @kefaclub1 キャス http://cas.st/b2f2340

kenji @buick54aki · 1時間1時間前 
フクイチ

http://j.mp/1IpiDV9
http://j.mp/1HTUrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZJMArHLhsE0
https://twitter.com/rescuenow_net/status/625811689749876736/photo/1
http://cas.st/b2f2340


ライブカメラ

福島

原発

急病人

人身事故 
https://twitter.com/buick54aki/status/625796017443639296/photo/1

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
Dr.NOMURA @Chooemon92 · 2時間2時間前 
1号機の建屋のカバー解体が始まったらしい。
被曝回避の注意喚起はしないらしい。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
F1:1号機のカバーうんぬんを報道や東電が言い出したときは
ほかからの深刻な汚染を隠すメクラマシ！

今日の雨で放射線量はあがってる。

http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo …
#雨に濡れないでください。@TEPCO_Nuclear 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3時間3時間前 
27日5:30現在、群馬県などで落雷が観測されています。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/625767310976901120/photo/1
東京電力◆雨量・雷観測情報

http://thunder.tepco.co.jp/ 

忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 6時間6時間前 
霧のロンドン（実は排気ガス）

霧のフクイチ（気候を変えるほどの放射性蒸気）

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
多少回復してきたけど、銚子では湿度100パーセントが継続。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/625725896394080256/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 7 時間7 時間前 
よほど「ほ」だと思いたくないんだね。

じゃ、事実だけ見てみよ。

https://twitter.com/buick54aki/status/625796017443639296/photo/1
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo
https://twitter.com/rescuenow_net/status/625767310976901120/photo/1
http://thunder.tepco.co.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/625725896394080256/photo/1


2011年3月　福島原発が爆発。
政府が「原子力緊急事態宣言」発令。現在継続中。

原発事故として世界最悪の「レベル７」継続中。

人類初のメルトダウンx3
福島から毎日、大気中だけで4億8千万ベクレル放出中。
全て事実

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
この範囲だろ。@TEPCO_Nuclear 
地下で暴走する核燃料が揺らしてるのは。

https://twitter.com/Jasmine_Eq00/status/625668366510862336/photo/1
原発事故5年目にして地球規模で見るなら
日本列島のそこ。怪我した場所の処置が悪いために膿んでる。

地下水を汚染させ、また大気から振りおろす核の毒で。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
2時間前までは見えていた ふたばかめらも
http://twitter.com/ST0NES/status/625668355937079296 …
こんな状態で、F1から発生した汚染蒸気は
かなり広範囲に拡がってる。

猛暑に湿度を上げる？

#核の夏 を造る原発事故‥@TEPCO_Nuclear 
https://twitter.com/ST0NES/status/625698999253635072/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
2015年7月28日 深夜0時40分
死んだの？F1。@TEPCO_Nuclear 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ﾘｭﾇ @soleil22544 · 9時間9時間前 
ここ最近変な匂いがするんだって。圧倒的な湿度と共に。

どんな匂いか頑張って表現してみろと追求したのだが、とにかく最近初めての変な

匂い、東京。ここら辺。と言って寝てしまった。

AKIRA 2024さんがリツイート

https://twitter.com/Jasmine_Eq00/status/625668366510862336/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/625668355937079296
https://twitter.com/ST0NES/status/625698999253635072/photo/1


hiromin @hirominkok · 9時間9時間前 
@snoopymaygon ですよね。状況、変わりました。トリチウム水蒸気を懸念する日々
。西日本でもまずは海から回り込んでくる風に要注意かと。あらゆる方法を使って免

疫力を高めましょう。

neko-aii @neko_aii · 9 時間9 時間前 
2011.10.13
東京都江東区新砂で高放射線量計測

毎時2.33マイクロシーベルト　年換算20.5ミリシーベルト
https://www.youtube.com/watch?v=FNKK0BwMLy4 …

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
あっというまに福島第一原発は真っ白です。

そして銚子で湿度が 100パーセントになりました。続くかどうか…。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
これわっ！http://www.futabagun.jp/futaba_camera/cameraliveunit?
observationPointId=173 …
どうしたんだ？爆発してる？@TEPCO_Nuclear
あるいは再臨界中の

激しく核分裂している破損した核燃料を掘り出してるからか？

http://twitter.com/ST0NES/status/625662179027496960 … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Masami NZ @ComMasami · 10時間10時間前 
Masami NZさんがリツイートしました エリック ・C
以前は我が子が21歳になった時になんとか日本国籍を失わずに済む方法はないかと画
策していましたが、311以降の汚染拡大ぶりを見るにつけむしろ日本国籍を失わせて簡
単には日本に居住出来ないようにしてやるのが親の務めだと思うようになりました 

AKIRA 2024さんがリツイート 
外に開かれていない世界はオソロシイ @matomame_tw · 13時間13時間前 
わたしゃ日本が独立国家だと勘違いしたまま棺桶に入るとこだったよ。

https://www.youtube.com/watch?v=5-NAcqQ0ILo

https://www.youtube.com/watch?v=FNKK0BwMLy4
http://www.futabagun.jp/futaba_camera/cameraliveunit?observationPointId=173
http://twitter.com/ST0NES/status/625662179027496960
https://www.youtube.com/watch?v=5-NAcqQ0ILo


風が吹くとき （日本語吹替版）(プレビュー) 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月28日10:23
札幌なのに南関東なみ高湿度。

(∋_∈)
自律神経失調症を再発しそう。

危険な体調です。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月28日10:37
休憩室机突っ伏し仮眠１０分でとりあえず収まった。(^_^;)

今度は冷え過ぎる冷房との闘いが待っています。

…いやな予感がするなぁ…
(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月28日13:37
まさかの空調故障！(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月28日15:50
人間５０人、

ＰＣ５０台、

電話５０台と

コピーやファクスや小型冷蔵庫やシュレッダーがフル稼働で、

しかも！ビルの最上階で南側は工事中で影がなく、直射日光が当たりまくりのオフィスで、

気温２８℃超えで、

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


エアコン故障…
ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月28日15:52
昨日のサウナより暑いんじゃ？

(-"-;)
という炎熱地獄小一時間の後、

故障修理して再びの寒冷地獄…
。。。(〃_ _)σ‖

何の罰ゲームですか…？
(∋_∈)
 

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


（７月28日）バイト中の無駄に不自然な寒暖差で、ただでさえ被曝対応で限界な自律
神経系が無駄に損耗して、這う這うの体で帰宅して、洗濯と入浴までが限界で、気絶…
　

http://85358.diarynote.jp/201507281603317125/

美味い旨い。o(^-^)o
2015年7月28日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
 
お昼ご飯がポテチとドラやき。

(^_^;)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月29日3:41
バイト中の無駄に不自然な寒暖差で、ただでさえ被曝対応で限界な自律神経系が無駄に損耗して

、這う這うの体で帰宅して、洗濯と入浴までが限界で、気絶…

と思ってたんですが…(-"-;)

青森でスパイク立ってんなぁ…
(-_-#)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 http://85358.diarynote.jp/201507290834049847/

高学歴ほどバカなわけだ。

2015年7月29日 学校・勉強
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AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 7月27日 
洗脳の仕組みを言うから良く聞いて欲しい。「大量に記憶した者が社会的に良い地位

にたてる教育システムを構築。受験を記憶型にして思考型にしなければ、リーダーと

なる人間を洗脳でき、社会を思いのままに動かせる。」　高学歴ほどバカなわけだ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 12時間12時間前 
アメリカの産婦人科医がいった。「子どもと妊婦は放射能が危険だから日本に来るな

。と日本政府から命令がでている。」ちなみに、日本国内では安全と報道している。
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（７月29日）　バイトは中番。明日の休みは終日寝込むの予定…

http://85358.diarynote.jp/201507290853171651/

青森県のスパイク疑惑／【雌阿寒岳】 噴火警戒レベル２。

2015年7月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。０７：４５です。

（前項と順序逆になっちゃいました★）

昨日はダウン。今朝も腎臓まわりが怠いです…
バイトは中番。明日の休みは終日寝込むの予定…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
原発事故後「食材と飲料水、呼気内部被曝」に、出来る範囲で警戒していた人は、元

気なんじゃないかな。少なくとも自分の周りでは、そうだけど。

「長期の低線量内部被曝を舐めていた人」は、やられる時期かも。チェルノブイリの

教訓を学んでない人

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625996245295697920/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 2013年7月16日 
あれは『熱中症』じゃないよ。なぜか血管がツマル。脚の血管がツマルのがワカル。
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暑い日は脳の血管に即クル。だから血液サラサラと（安全な）水分補給を心がけてる

。被曝はね、移住でもしなきゃ防ぎようがないんだ。※被曝による血管のアテローム

　http://togetter.com/li/293665 　

札幌の気温は夜間２２℃。

いま２４℃ぐらいかな？

湿度高めの薄曇り…無風。

地震マップ @eq_map · 1分1分前 
【M2.9】根室半島沖 深さ66.1km 2015/07/29 07:44:04 http://j.mp/1Mtiulp

地震マップ @eq_map · 4 時間4 時間前 
【M3.2】苫小牧南方沖 深さ114.2km 2015/07/29 03:28:08
(G)http://j.mp/1LQdFC5 (アニメ)http://j.mp/1KwRa3s

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.8】津軽海峡 深さ149.6km 2015/07/29 02:54:16 http://j.mp/1LUoAfv

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月28日 21:18】
北海道地方は、引き続き２９日明け方にかけて、局地的に雷を伴い激しい雨が降る見

込みです。大雨による低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水、竜巻などの激しい突

風や落雷、ひょうに注意してください。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13 時間13 時間前 
トリチウム水と雨、雹、雪、

三重点温度が、水(H2O)は0.010℃に対して、
トリチウム水(T2O)は4.49℃！！！
高い温度で凍りやすい→雨、雹、雪となって降りやすい

サウジで雹が降ってMERS大流行し300人超死亡。
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium_lake_effect …

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【上川地方 土砂災害警戒情報 2015年07月28日 18:42】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

http://togetter.com/li/293665
http://j.mp/1Mtiulp
http://j.mp/1LQdFC5
http://j.mp/1KwRa3s
http://j.mp/1LUoAfv
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium_lake_effect


▼当麻町

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年07月28日 18:16】
上川地方では、２８日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してくだ

さい。

［上川中部］大雨

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 15時間15時間前 
〔雌阿寒岳〕ごく小さな噴火の可能性　噴火警戒レベル2に引き上げ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150728-00000012-rescuenow-soci …
28日16:00、札幌管区気象台は、北海道の雌阿寒岳で火山活動が高まっており、状況
によっては火口周辺に影響を及ぼすような小規模な噴火が発生する可能性があると

して、…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
7月28日16時8分
「気象庁は28日：北海道：雌阿寒岳を（噴火警戒レベル２）に引き上げた」昨日27日
に「やばい状態だわ」と発表して、今日、引き上げなので対応は早い

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625946513194090497/photo/1
十勝岳も、そのうち噴火警戒レベルを引き上げるだろうな。たぶん

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.7】根室地方 深さ121.0km 2015/07/28 09:14:36
(G)http://j.mp/1LQoKEx (Y)http://j.mp/1S9UaK0

https://www.youtube.com/watch?v=p7Xjb3GCJEw
Conheça Uruguai - Um país a ser copiado 

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 7月27日 
ホタテ産地偽装のその後：北海道日本海側活ホタテ。輸出用のホタテの水揚げ数量と

漁港からの買い付け数量のつじつまが合わない。指摘漁港の水揚げ数量は50〜70トン
。一部の企業は今月だけで80トン内外を輸出。他産地混ぜないとその数字は難しい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150728-00000012-rescuenow-soci
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625946513194090497/photo/1
http://j.mp/1LQoKEx
http://j.mp/1S9UaK0
https://www.youtube.com/watch?v=p7Xjb3GCJEw


https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit)
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8


（７月29日）　…まさかの連日エアコン故障…ヽ（・＿・；）ノ

http://85358.diarynote.jp/201507291023545306/

エゾ蝉が鳴き始めました…
2015年7月29日 日常 コメント (3)
　

 
夏本番！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月29日14:52
…まさかの連日エアコン故障…
ヽ（・＿・；）ノ

…関東育ちで絶賛脱被曝で体力維持中の私よりむしろ「食べて負う怨」してきたガッカイ員の皆
さんのほうがダメージでかいんですが、なんの祟りですか…
(・ω・;)(;・ω・)

え？頭逝ってる狂怪…？
(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日3:04
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4時間4時間前 
「食べて応援」の予言が現実化↓

日月神示 富士の巻 第18帖
『保持（うけもち）の神様ひどくお怒りぞ。

食って生きるべきもので人殺すとは何事ぞ。』

http://85358.diarynote.jp/201507291023545306/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201507291023545306/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150729/85358_201507291023545306_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


http://heiwatori.com/page59

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日3:06

AKIRA 2024さんがリツイート 
あんごう(脱原発／脱被曝) @ichinang · 7月23日 
私は宗教を持ってないけど、これだけは分かる。皆それぞれが、唯一無二のオリジナルな存在だ

。それを、ぼろ雑巾のように死んでも構わない人間として除染作業をさせたり、高線量の地域で

ガラスバッヂぶら下げさせて実験したり、病気の統計の頭数にされたりすることに逆上してる。

憤る。無念だ。

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507292041116104/

すいません、すいません…(‾ー+‾)ニヤリ
2015年7月29日 日常 コメント (2)
　

 
ド残業中の同僚や、

大枚はたいて「痩せ薬」に騙されてる愚民どもを尻目に、

今日もガッツリ豪食するワタクシ…ｗ
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日1:22
※カレーの劫火さ…もとい、
「牛肉ゴロゴロのゴージャスさ」に比べると、

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201507292041116104/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
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キムチがニセモノな冷麺はイマイチしょぼかった…（＾＾；）…☆
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日12:08
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月28日 
#SwingingLondon

　　ふとってるひとがいねぇ！

いや、だれかにけんかうってるわけじゃねぇんだよ。

ゲンパツなんてなけりゃ、みんなスマートなはずなの。ほんらいは。

なんであんなばかな事故おこしちまったんかねぇ？

とりかえしつかねぇべよ。

人間どんどん変形するのみ。

 

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


（７月30日）　バイトは休み。昨夜？は帰宅後数分で、洗顔と着替えまでが限界で、
歯も磨かずに寝床で気絶しまして。異様に気分が悪い。血の巡りが悪くて全身の血管が
ガサガサどろどろ？に、目詰まりしそうな感じ…

http://85358.diarynote.jp/201507300146414561/

【熱中症とか脱水症状とか】。

2015年7月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
熱中症とか脱水症状とか。

「血液がドロドロになり、血栓が脳に飛び脳梗塞。」　こういう人が結構いると、

報道。これらの症状で、明らかに普段と違う身体の異変を感じたら、躊躇せずに救急

車を呼ぶべきですね

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626342962125864960/photo/1
脳梗塞のチェック法：FAST

おばんですのかお早う過ぎですのか、０１：２２です。

バイトは休みの日付の、早朝的深更。

昨夜？は帰宅後数分で、洗顔と着替えまでが限界で、歯も磨かずに寝床で気絶しまして。

http://85358.diarynote.jp/201507300146414561/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507300146414561/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150730/85358_201507300146414561_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150730/85358_201507300146414561_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150730/85358_201507300146414561_3.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626342962125864960/photo/1


…倦怠感なんてもんじゃない、もっとパッシブ、かつ暴力的な疲労感？だったんですが…

さらに強制的に３時間？後の０：５５に、自然？に強迫的に目が覚めまして…

異様に気分が悪い。血の巡りが悪くて全身の血管がガサガサどろどろ？に、目詰まりしそうな

感じ…

…！（＝＝；）！…

…なんのことはない、昼間のエアコン故障地獄のせいで、

自覚以上に「脱水症状」を起こしかけていたようでした…

水分、塩分、補給しました。（＾＾；）

気分がよくなるまで、情報チェック…☆

https://www.youtube.com/watch?v=_k-3snguhTw
Ryuichi Sakamoto - MERRY CHRISTMAS MR. LAWRENCE /
坂本龍一: 戦場のメリークリスマス (1983) 

…キツネな地震がパネぇ…

地震マップ @eq_map · 25分25分前 
【M5.1】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 22.0km 2015/07/30 01:04:59
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LRrQ9S (USGS)http://j.mp/1LRrQ9U

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M5.4】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 10.0km 2015/07/29 06:21:34
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LVggMz (USGS)http://j.mp/1KvVAdv

地震マップ @eq_map · 7月27日 � Papua, Indonesia 
Updated【M7.0】PAPUA, INDONESIA 48.0km 2015/07/28 06:41:21JST, 2015/07/27
21:41:21UTC

https://www.youtube.com/watch?v=_k-3snguhTw
http://j.mp/1LRrQ9S
http://j.mp/1LRrQ9U
http://j.mp/1LVggMz
http://j.mp/1KvVAdv


(G)http://j.mp/1SKehJI (USGS)http://j.mp/1LPR0al

地震マップ @eq_map · 7月27日 
【M5.7】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 47.6km 2015/07/27 16:43:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1gYNAFp (USGS)http://j.mp/1OvIiMj

地震マップ @eq_map · 7月27日 �
【M5.6】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 35.0km 2015/07/27 16:40:30
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1D4Yt2a (USGS)http://j.mp/1OJTLZp

地震マップ @eq_map · 7月27日 
【M5.1】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 38.2km 2015/07/27 15:13:34
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1esFC5G (USGS)http://j.mp/1MsczwR

地震マップ @eq_map · 7月27日 
【M5.4】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 20.0km 2015/07/27 15:05:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Mscqtj (USGS)http://j.mp/1IpjyVG

地震マップ @eq_map · 7月27日 
Updated【M6.9】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 27.1km 2015/07/27
13:49:46 JST
(G)http://j.mp/1gYBdt0 (USGS)http://j.mp/1U1And6

地震マップ @eq_map · 7月27日 
【M5.2】SOLOMON ISLANDS 6.5km 2015/07/27 10:15:03JST, 2015/07/27
01:15:03UTC
(G)http://j.mp/1JoDqZK (USGS)http://j.mp/1KszndG

地震マップ @eq_map · 7月27日 
【M5.0】NIAS REGION, INDONESIA 35.0km 2015/07/27 08:55:41JST, 2015/07/26
23:55:41UTC
(G)http://j.mp/1Ov4yG6 (USGS)http://j.mp/1GSstcD

http://j.mp/1SKehJI
http://j.mp/1LPR0al
http://j.mp/1gYNAFp
http://j.mp/1OvIiMj
http://j.mp/1D4Yt2a
http://j.mp/1OJTLZp
http://j.mp/1esFC5G
http://j.mp/1MsczwR
http://j.mp/1Mscqtj
http://j.mp/1IpjyVG
http://j.mp/1gYBdt0
http://j.mp/1U1And6
http://j.mp/1JoDqZK
http://j.mp/1KszndG
http://j.mp/1Ov4yG6
http://j.mp/1GSstcD


地震マップ @eq_map · 7月27日 
【M5.1】TONGA 37.4km 2015/07/27 08:52:24JST, 2015/07/26 23:52:24UTC
(G)http://j.mp/1D4h6DA (USGS)http://j.mp/1D4h926

…増えてる増えてる…
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日2:00
線量もアガッテたわ、北海道…
…（〜〜＃）…　　＞次項…
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（７月30日）　バイトは休み。熱中症だか被曝だか判らない暴力的な倦怠感と闘い、
おかしな体調の回復に努めます…

http://85358.diarynote.jp/201507301017347027/

栃木30.0μSv/h／毎時0.5外部被曝だけで白血病死した東電社員に
は労災保障がでる／厚生省の認識 『東京は終わってる』／【避難
、移住することが最善の戦い】です。

2015年7月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10時間10時間前 
あなたが、御自分のこと、家族のこと考えて「移住」することが、この国救う事にな

るんですよ。政府が一番恐れてるのは「東京から住民が避難」することです。これが

増えなければ、瓦礫拡散も汚染食品販売も、国は考えを変える気ありません【避難、

移住することが最善の戦い】です。健康も国も失いますよ

https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA
【高画質・高音質MAD】 進撃の巨人 / 紅蓮の弓矢【FULL】Attack on Titan 

http://85358.diarynote.jp/201507301017347027/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150730/85358_201507301017347027_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA


あらためて、おはようございます。

０９：１７になりました。

バイトは休み。

降水確率１０％なのに、大粒の雨がパラつく高湿度。

空は高くて真っ白。

気温２３℃。ほぼ無風？

地震の情報は錯綜というか錯乱というか…（前項参照）。

とにかく今日は終日ひきこもって静養に励み（？）、

熱中症だか被曝だか判らない暴力的な倦怠感と闘い、

おかしな体調の回復に努めます…
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=V_7BhkGcCis
Bond - Viva

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 30 分30 分前 
今日の犬吠埼 7/30 9:11 霧の色は普通 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/626545800764506112/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 45分45分前 
ふくいちライブカメラは真っ白です。

銚子の湿度も…。 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
こういう火山情報に価値を認めないか、あるいは不都合を見越してか、神奈川県はこ

の動画の公開を禁じて、「箱根を守ろう」キャンペーンをいま組織的に行っている。

観光客を無知に留め置いたまま自分のところに集めようとしている。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
▼7月15日に温泉地学研究所他が撮影したクリアな大涌谷ドローン動画でわかる火山学
1）6月29日にできた火口内に真っ黒な湯だまりがあって激しく沸騰している。
2）大涌谷の中に自然に開いた水蒸気噴出孔の場所がよく特定できる。
3）大涌谷の周囲の木々が変色している範囲がわかる。

https://www.youtube.com/watch?v=V_7BhkGcCis
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/626545800764506112/photo/1


truth　狼たちは知っている @wolvesknow · 2 時間2 時間前 
フクイチ爆発の時、電源確保のためホームセンターにバッテリーを買いに行った東電

。いや、まじで。

世界一安全な基準を持ってます。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：07/30 06:10
５年目のホットスポット 福島市で２０マイクロ超え
https://www.youtube.com/watch?v=nIdRQus0oM4 …
０．６で放射線管理区域

みだりに立ち入り禁止

飲み食い禁止

毎時０．５で積算５ミリの外部被曝だけで白血病死した東電社員の家族には労災で保

障金が出る

Peacenic_toto @Peacenictoto · 3時間3時間前 
フクイチ、核燃料プールに落ちた20トンの瓦礫を撤去するそうだけど、以前400キロの
同じ作業でミスって落としたそうだ。

20トン、持ち上がるのか？かなり疑問、落下すると大臨界の可能性とのこと。
恐ろしいニュースがさらりと流れるこの国です。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3 時間3 時間前 
〔局地的豪雨〕群馬県北部で局地的に非常に激しい雨　交通にも影響

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150730-00000001-rescuenow-soci …
■人的被害

被害の情報なし

■家屋被害

【床下浸水】

・群馬県：4軒(みなかみ町)
・利根川の支流の奈女沢川の一部で水があふれ、上牧地区・小日向地区で住宅の床下

浸水…

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 
30日3時ごろ、群馬県みなかみ町で非常に激しい雨が観測されました。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/626493059220566016/photo/1
1時間雨量

https://www.youtube.com/watch?v=nIdRQus0oM4
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150730-00000001-rescuenow-soci
https://twitter.com/rescuenow_net/status/626493059220566016/photo/1


・群馬県　みなかみ　62.5mm(〜30日03:14)≪史上1位≫
3時間雨量
・群馬県　みなかみ　144.5mm(〜30日03:10)≪史上1位≫ 

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
フクイチで過酷事故を起こした原発メーカー、東芝、日立、ＧＥを提訴　/　「原発メ
ーカー訴訟」、始まる　/　８月２８日に第１回口頭弁論　東京地裁で！　/　日本のほ
か世界３８ヵ国から４１２８人が参加

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-a10c.html#more …

AKIRA 2024さんがリツイート 
まゆ 084 @mayu · 10時間10時間前 
【福島原発】放射能の影響か…異なる形をした菊の花：大地震・前兆・予言.com
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7249.html …
ほらよ、自宅のやつだwこれ10キロ圏内な。 
https://twitter.com/084mayu/status/626409859026522113/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
常磐道。ここを通った車両が汚染を全国に撒き散らす。

ソ連ですら汚染車両の通行規制したのに、日本は放置。

汚染拡散、民族虐殺政策進行中。

“@shizukanayoru3: 常磐道　帰還困難区域
子供を乗せて通らない方が良いと思います 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/626399426718777344/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
2015.07.29_18.00-21.00.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=xN5WAgcmEKs&t=1m13s …
陽が暮れてからも建屋が盾に揺れるほど（カメラのタイムで19:43ごろ）
地下で何かが起っている。#東電の原発事故
http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …

AKIRA 2024さんがリツイート 
追憶ブライアン†脱原発bnr32love @bnr32love · 11時間11時間前 
厚生省のキャリア組の友人、お子さんを欧州の寄宿舎制の学校へ。厚生省の認識『東

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-a10c.html#more
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7249.html
https://twitter.com/084mayu/status/626409859026522113/photo/1
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/626399426718777344/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=xN5WAgcmEKs&t=1m13s
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets


京は終わってる』そうです

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0aa9f89cbb1cbeb2982bc973c5229368 … @neko_aiiさん
から

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
＜絶句する福島県の放射能汚染状況＞

福島市にある阿武隈川沿いの河川敷で測定

毎時４μSv（年間３５ミリSv）を
超える場所はざらにあり

毎時２０μSv（年間１７５．２ミリSv）もの
空間線量値を示すホット・スポットも見つかった

(2015年7月28日いちろうちゃんのブログ)

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
日によって緑色の部分が大きくなったり小さくなったりする。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/626380088079093760/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 20時間20時間前 
名無し：07/29 13:41
フクシマ原発からの放射能漏洩はトテツモナイ量に！全く報道されない「トリチウム

」の危険性

広瀬隆

http://blog.livedoor.jp/nevada_report-investment/archives/4913546.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
まゆ 084 @mayu · 20時間20時間前 
@084mayu 簡易式の放射線測定器では感知できない 「ベータ線」を出すトリチウム
このトリチウムが酸素と結合すると、「トリチウム水」という放射能の水になるので

、水蒸気となって東日本全域の空気中を漂っているのだ。

それがわれわれの体内に入って、自由に移動している。

AKIRA 2024さんがリツイート 
おかめ @ok_okame · 22時間22時間前 
フクシマ原発からの放射能漏洩はトテツモナイ量に！全く報道されない「トリチウム

」の危険性｜東京が壊滅する日 — フクシマと日本の運命｜ダイヤモンド・オンライン

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0aa9f89cbb1cbeb2982bc973c5229368
https://twitter.com/cmk2wl/status/626380088079093760/photo/1
http://blog.livedoor.jp/nevada_report-investment/archives/4913546.html


http://diamond.jp/articles/-/75003 … @dol_editorsさんから

AKIRA 2024さんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 22時間22時間前 
【拡散】栃木県 日光市 瀬尾 30.0μSv/h、本宮市 和田地区　27.45μSv/h、福島第三小学
校　校門前　20.12μSv/h http://bit.ly/UBGmGR

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月29日 
名無し：2015/07/29(水) 08:44 ID:XXXXXXXX
１号機カバーが昨日から撤去開始。風向きはどんぴしゃで首都圏 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/626180727768399872/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
きょんたき 三流学者 @zxh05021 · 7月28日 
2011年3月12日の夕方に、ヘリウム吸った様な声になったことを忘れられない。たぶん
原因はコスモ石油の爆発の方。こちらに関しては情報があったから、雨には絶対濡れ

ないようにしてたけど。逆に原発事故に関しては全く情報なかった。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月28日 
コスモ石油燃料タンク爆発の瞬間(3月11日地震）
https://www.youtube.com/watch?v=uc7kIKI6baM …
ただでさえ危険なのに、こんな石油タンクの真横に劣化ウランを保存するなんてキチ

ガイ沙汰。近隣住民は危ない。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 7月28日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 凛
名無し：07/07 23:14
15歳・中3・千葉
https://twitter.com/rin_chan0508/status/618114971931512832 …
ん〜と…周りの友達にも報告し終わったからここでも！！
白血病になりました。この前倒れたのも熱中症もあったけどこの病気のせいでもあっ

たみたいです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Lia misaki∞ @lia_misaki · 6月27日 
おれも奥歯と前歯が折れた。ストロンチウムだろうな。

http://diamond.jp/articles/-/75003
http://bit.ly/UBGmGR
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/626180727768399872/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=uc7kIKI6baM
https://twitter.com/rin_chan0508/status/618114971931512832


昔、非破壊検査の社員は、もっても10年で体がボロボロになって死ぬから使い捨てだ
と聞いたことがある。結局、日本人全部が20年でそうなるんだろうな。関東東北だけ
ではないだろ。全国に降り注いでるらしいし、全国拡散させられてる。

https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
Coldplay - Viva La Vida 

AKIRA 2024さんがリツイート 
冷凍都市 @ayumochineko · 5時間5時間前 
「はやくしにたくてもしねないから、なくしかない。」

鬼哭 黒澤明

AKIRA 2024さんがリツイート 
あんごう(脱原発／脱被曝) @ichinang · 7月28日 
やっぱり東京は利用されてる。

都民も利用されることを望んでる。

必死に被爆を考えないようにしてる。

少なくとも私の知人からはそれが感じられる。

狂気の世界に住んでる。

普通では正気を保てるわけがないので、自ら狂気の世界を追いかけてる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 7月27日 
皆が避難しないから、自分も避難しない。ただそれだけの理由で避難をしない。こう

いう人が多すぎる。「皆がやること」が間違っていたらどうする？そして、これは「

もしも」の話しではない。津波の教訓が全く活きていないのが、放射能から逃げない

東京の民。

AKIRA 2024さんがリツイート
あんごう(脱原発／脱被曝) @ichinang · 7月23日 
私は宗教を持ってないけど、これだけは分かる。皆それぞれが、唯一無二のオリジナ

ルな存在だ。それを、ぼろ雑巾のように死んでも構わない人間として除染作業をさせ

たり、高線量の地域でガラスバッヂぶら下げさせて実験したり、病気の統計の頭数に

されたりすることに逆上してる。憤る。無念だ。

https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE


AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8月16日 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
夏の土用を過ぎて、盆を過ぎて、秋を迎えて‥

またオカシナ分断や、

移住・避難を妨害する潜伏がはじまりそうな気配がする。

忘れてならないのは、

権力側は、どうあっても原発事故周辺や

首都圏から一人でもヒトを逃がしたくない‥

http://twitter.com/ST0NES/status/494587723957551104 …
ということ。

https://www.youtube.com/watch?v=uzO3upcQKR4
Playlist Coldplay Top 21 Coldplay Songs 

…チカチカ動画で「催眠術」ヤラレそう…ｗｗｗ
…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日10:58
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
(小出裕章氏)
日本の法令を守るのであれば放射線管理区域に指定し

一般の人々の立ち入りを禁じなければならない、

4万Bq／平方メートルの土地は
東北地方、関東地方の広大な地域に広がっている

被曝を避けたければ、その土地を捨てて逃げるしかないが

http://twitter.com/ST0NES/status/494587723957551104
https://www.youtube.com/watch?v=uzO3upcQKR4
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


国は何の賠償も支援もしないという

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:13

AKIRAさんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月28日  
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
 
あれじゃないのか？

事故のあとしまつなんて誰もできないから

もうヤケッパチになって

実は残りの核燃料ちょっとずつ海へぶちゃってるとか？

何千度もあるヤツ。それで海側からも蒸気のぼってんじゃないのか？

@Plutokun_Bot ！！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:17

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 7月28日 
第一原発、だめだ。素人ばかりだ。自分の被曝量もわからない。最近では、会社をクビになっ

たおっさんまできだした。俺の靴下に入れているシート型線量計も100ミリシーベルトはこえて
いた。二週間前に、同じ作業員が、急性心不全で亡くなった。http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=282338&g=131103 …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:25

AKIRAさんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 7月28日 
【今日のアンダーコントロール】「福島第1原発、電源ケーブルで火災、凍土遮水壁の設備
停止」→ http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015072800312 …

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:26
AKIRA @AKIRA23150220 · 7月28日 
その逆に放射能の恐怖をネタに人々を騙している悪魔もいるので注意してほしい。

こいつは一刻も早く東京から避難しろと言いながら平然と東京でくだらない有料セミナーを開い

ている。

とにかく、はっきりと2極化した。

本物と偽物が放射能問題を軸にすると明確に見えてくる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:27
AKIRA @AKIRA23150220 · 7月28日 
世の中には多くの識者が存在し、秀悦なブログも多数存在する。

しかし今、福島第一原発から放出し続けている高濃度中性子水蒸気の深刻な放射能問題を語らな

い識者及びブロガーは全て偽物だ。

経済、政治、国際情勢をどれだけ偉そうに語ろうが、全く物事の本質が見えていない馬鹿者だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日12:07
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月28日 
まるで この世の果て。
こうなる前に今の日本では、その木を燃やしそう‥

@SyntaxUGS チェルノブイリのメルトダウン現場周辺の森林で、
木が倒れても正しく腐らない現象。

放射能で微生物が死滅または変異して分解する奴がいないの

 

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


（７月31日）　バイトは中番。４連勤の１日目。気分はヤサグレ中。帰って寝たい…

http://85358.diarynote.jp/201507310835383204/

♪ 傍観者の日々にサヨウナラ…♪
2015年7月31日 恋愛

おはようございます。０８：１２。

バイトは中番。４連勤の１日目。

（－－；）

札幌は２５℃。強風。空は真っ白。予報は荒天。

今朝の音楽はＣＤシングルでこれでした…
https://www.youtube.com/watch?v=__57yay-MM4
Lia - Your Resonance ~Under Faraway Sky~ 

https://www.youtube.com/watch?v=llnZAoacy2M
Lia - Will 

地震マップ @eq_map · 7 時間7 時間前 � 北海道 新得町 
【M2.9】大雪山系 深さ153.6km 2015/07/31 01:37:56
(G)http://j.mp/1MWotgw (Y)http://j.mp/1IuiCiK

http://85358.diarynote.jp/201507310835383204/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150731/85358_201507310835383204_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150731/85358_201507310835383204_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150731/85358_201507310835383204_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=__57yay-MM4
https://www.youtube.com/watch?v=llnZAoacy2M
http://j.mp/1MWotgw
http://j.mp/1IuiCiK


地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.0】北海道南東はるか沖 深さ56.1km 2015/07/30 18:19:22
(G)http://j.mp/1LZ8v8j (アニメ)http://j.mp/1SOk40Q

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 青森県 八戸市 
【最大震度1】(気象庁発表) 青森県三八上北地方 深さ約80km M2.9 30日13時53分頃
発生 
(G)http://j.mp/1z13pxv (気象庁)http://j.mp/1H4HSGQ

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ46.1km 2015/07/30 09:28:53 http://j.mp/1VNVBNn

https://www.youtube.com/watch?v=f6zs6VdCev4
おすすめ曲「Lia」＃３　絆色-kizunairo
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507310905064450/

【この事実は報道されていません。つまり非常

に重要です。】…箱根と福島原発。
2015年7月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
…あれ、これ、『時かけ』のテーマソングかと勘違いしてた…ｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=ihxc5zSmpmM
セーラー服と機関銃（1981）－ 薬師丸ひろ子

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
原発事故が起きた場合の常識。@Plutokun_Bot まずは避難地域を広く取って、安全が
確認できてから避難地域を絞るんだ、これは極力 被害をおさえるための「鉄則」だよ
！だけど日本では今なぜか全く逆のことをしているんだ！

なぜ拘束？

http://j.mp/1LZ8v8j
http://j.mp/1SOk40Q
http://j.mp/1z13pxv
http://j.mp/1H4HSGQ
http://j.mp/1VNVBNn
https://www.youtube.com/watch?v=f6zs6VdCev4
http://85358.diarynote.jp/201507310905064450/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507310905064450/
https://www.youtube.com/watch?v=ihxc5zSmpmM


https://www.youtube.com/watch?v=LO2RPDZkY88
The Chemical Brothers - Go 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 35分35分前 
この動画をいますぐ見たい人は、「7月15日に警戒区域内でドローンを使って撮影した
大涌谷動画」と指定して、神奈川県温泉地学研究所に情報開示請求するとよいでし

ょう。根拠資料はこれ。研究所のページに掲げてある。 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/626893271655059456/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
15日からもう2週間と2日が経過した。いまこの瞬間に火口内に湯だまりがあるかどう
かはわからない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
マグマから供給される熱量より地下水がそれを冷やす能力が勝っているから地表に湯

だまりができて準安定状態が実現しているのだろう。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
29日にできた火口の中に湯だまりがあるうちは、いまの状態が継続するだろう。阿蘇
からの類推。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
7月15日に警戒区域内の大涌谷駐車場から神奈川県温泉地学研究所他が撮影したドロー
ン動画には、火口内に真っ黒な湯だまりができていて、そこから激しく沸騰するさま

がクリアにとらえられている。この動画を公開すれば、いま大涌谷がどういう状況か

、誰でも容易に理解できる。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
じゃあ、なんで、7月15日大涌谷ドローン動画を出さないの？風評被害を広げたいから
だとしか解釈できない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
「とにかく情報は全部出してください、そうしないと風評被害が広がります。」

神奈川県知事定例会見7月22日、記者の質問に答えて

https://www.youtube.com/watch?v=LO2RPDZkY88
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/626893271655059456/photo/1


http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p944565.html …

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 3 時間3 時間前 
非常に重要です。

http://twilog.org/vansox/date-150731/allasc#cal …
よく読んで行動し、理解ある方に伝えてください。

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/506.html …
@ST0NES 放射能汚染を気にする仲に
#F1地下の再臨界爆発 について認めたくない連中がいるのはなぜなのか？分断工作？

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
2015年7月30日：この事実は報道されていません。つまり非常に重要です。よく読ん
で行動し、理解ある方に伝えてください。

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/506.html …
放射能汚染を気にする仲に

F1地下で暴走する核燃料について認めたくない連中がいるのはなぜなのか？分断工作
なのか？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
諏訪之瀬島。

久々に気象庁が噴火認定してるんだね。箱根を見てて気がつかなかった。まだ噴煙が

出てますね。

箱根も、かなりすごい感じだけど。箱根は火山性地震も火山ガスも減少してるけど、

噴煙がすごい。噴火と言っても良いぐらい

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今日、深発地震が起こってます

震度１以下でも気象庁は公表すべき震源ライン。地震大国なら尚更。

（遠州灘：M3.4・深さ330km）（富山：M3.2・250km）（静岡沖：M4.3・360km）（
東海沖：M3.9・372km）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
箱根と福島原発

すごく似てる現象。箱根の観光業の人が「観光の季節なので、正確な情報を発信し

たい」と会見。温泉設備のある大湧谷が噴火し温泉もダメになり、噴火警戒レベルも

３だから、当分、気象庁も解除しない。危険だから。そんな事を言ってないで、国に

対して「補償してほしい」と言い出すべき

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p944565.html
http://twilog.org/vansox/date-150731/allasc#cal
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/506.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/506.html


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
箱根付近の変な雨雲

今日の午後の多摩方面のゲリラ豪雨の時

箱根：芦ノ湖〜御殿場の上空の変な雨雲。火山性ガスの影響か？地震も多いのでピエ

ゾ効果によるものか？原因は不明だけど、５月に箱根の火山が活発になってから、と

きどき出る変な雨雲

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
人間が造り、人間が壊し、人間が犯した罪を

人間ひとりひとりが素直に認められなかったとしても

太陽は、そこにあるモノが何なのか？それを今

正直に映し出しているのかもしれませんね。

@akira_pt4ever これ紫色じゃない？
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/626712655911219200/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 12時間12時間前 
「降灰もあった」とか「山肌や火山灰などとは明らかに色が違う」とか、いかにも素

人だ。なんで火山専門家を入れないのか。

https://www.youtube.com/watch?v=0VjVlokpNJY
Ricky Martin - Come With Me (En Vivo)

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 5時間5時間前 
人も住めない所。すなわち、放射能だらけの田んぼへ、避難先から通って田植えを

する。収穫したら、問題はないはずだ、と販売する。それも、警戒心の薄い中国地方

や九州、沖縄で売る。そのような米は問題だらけだろう。これを、殺人と言わずして

なんとする。

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
キチガイ医 @touyoui · 7月29日 
【福島第一原発より放射性物質のダスト飛来。ここ最近で最も高い線量上昇85倍！ 原
子力災害関連情報】（エロ崎氏からの情報）

※この事実は報道されていません。つまり非常に重要です。よく読んで行動し、理解

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/626712655911219200/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=0VjVlokpNJY


ある方に伝えてください。... http://fb.me/7jmyFiG9i

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7月29日 
こういう火山情報に価値を認めないか、あるいは不都合を見越してか、神奈川県はこ

の動画の公開を禁じて、「箱根を守ろう」キャンペーンをいま組織的に行っている。

観光客を無知に留め置いたまま自分のところに集めようとしている。

https://www.youtube.com/watch?v=ME2Hufquz0k
Wisin - Adrenalina ft. Jennifer Lopez, Ricky Martin

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
Live On Copacabana Beach 2006
http://www.youtube.com/watch?v=MfuFSHUeExc&list=PL565D4246C6AD315D …
ブラジル政府公認、フリーで150万人。史上最高の動員数。一説には200万人以上‥
http://www.youtube.com/results?
search_query=The+Rolling+Stones+Live+On+Copacabana …
この勢いで地球上の支配を塗り替えたほうがいい。

https://www.youtube.com/watch?v=rhhZ7KXyvZw
Wisin - Baby Danger (En Vivo Premios Billboard 2014) ft. Sean Paul
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月31日9:05
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１９１９

０．

ＧＯ！

行く行く！
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時間が無いッ！

…（＾＾；）…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月31日10:35
気分はヤサグレ中。

意識は遠退き中。(∋_∈)
帰って寝たい…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月31日15:49
本日ぷち厄日。(∋_∈)
線量は上昇中。(∋_∈)
地震も凄いね。(∋_∈)
あたま動かないよ…(ToT)…
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（７月31日）　旭川が腐海に沈んだ…ッ！

http://85358.diarynote.jp/201507312032568527/

終わり良ければすべて良し。(^_^)v
2015年7月31日 就職・転職 コメント (2)
　

 
体内から凄まじい、

「闘って死んで腐った白血球の臭い」がします…(ToT)

しかしラスト１０分だけ花火が観れた♪ o(^-^)o

…そして、雨が降りだしました…

(‾○‾;)

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月31日20:38
雨は大丈夫そう。(^_^;)

今夜も見事に金綺羅キンキラ

金色夜叉な満月…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月31日21:40
…湿度１２０％充填…。
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　(’◇’)ゞ
「波動砲発射〜ッ！」　…違っ

。。。(〃_ _)σ‖
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508010007515602/

福島第一原子力発電所の事故＝業務上過失致死傷の罪／日本はや

がて滅亡だ。

2015年7月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【NHKニュース速報 14:08】
東京電力元会長ら３人強制起訴へ

原発事故で検察審査会が議決

https://www.youtube.com/watch?v=6Jjl2xjuzGk
グラスハープ　ハリーポッター HarryPotter 

あらためまして、おばんです。

http://85358.diarynote.jp/201508010007515602/
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２３：３２．（＾＾；）

湿度１４０％ぐらいあるんじゃないでしょうか…
肩からキノコが生えそうです…（え

情報チェックだけして早目に寝ます…（寝付ければ。ね…★）

…おっと…ッ！（＠＠；）！
旭川が腐海に沈んだ…ッ！
…（＞＜ｐ）…
https://www.youtube.com/watch?v=Y3Q2b88fHQg
竜童組；ザ・カムイ

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年07月31日 22:43】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報 2015年07月31日 22:33】
次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］大雨・洪水

［北見地方］大雨

［紋別北部］大雨・洪水

［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年07月31日 21:54】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Q2b88fHQg


【苫小牧フェリー火災 船長救助される】
第1管区海上保安本部によりますと、火災が起きたフェリー「さんふらわあだいせつ」
に残って対応に当たっていた船長が、午後9時13分に室蘭海上保安部の巡視艇「りゅう
せい」に救助され船を離れたということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【フェリー火災 乗員１人連絡取れずの情報】
北海道庁によりますと、海上保安庁から連絡があり、火災が起きたフェリーから乗

客71人はすべて退避したということですが、乗員1人と連絡が取れなくなっているとい
う情報があるということです。

http://nerv.link/E6eb5r

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【フェリー火災 乗客全員が退避 けが人の情報なし】
海上保安庁に入った連絡によりますと、火災が起きたフェリーから乗客全員が退避し

、今のところ、けが人の情報はないということです。

http://nerv.link/VLdhnC

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【NHKニュース速報 19:37】
北海道　苫小牧沖フェリー火災

乗客全員退避　海上保安庁

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月31日 11:05】
北海道地方は、引き続き８月１日昼前にかけて、大雨による低い土地の浸水や土砂

災害、河川の増水、落雷、突風、ひょうに注意してください。

…なにかな今日は…
…||||（＠＠；）||||…

アイヌモシリ・ウェンカムイノミのいち。とか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=Vf-GsfJMoGM
ザ・カムイ／THE KAMUI　1986 

http://nerv.link/E6eb5r
http://nerv.link/VLdhnC
https://www.youtube.com/watch?v=Vf-GsfJMoGM


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
いろいろ不思議な事が起こる

原発が止まった後、不思議な事が何度もある。ついこないだは「伊方原発」の再稼働

と報じられたら、すぐそばで大きな地震。めったに地震がない場所。で、川内原発が

再稼働となれば、九州の火山帯が一気に活発になる。ユングの言う「意味のある一致

＝シンクロニシティ」だ

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日0:27

AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 5時間5時間前
 
東日本大震災のあと、気味の悪いＣＭがひたすら流れていませんでした？子宮頚癌ワクチンを接

種しましょうと。地震のあとに繰り返しみなといけない情報ですか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日0:28

AKIRA 2024さんがリツイート 
ゆだけんた @yudakenta0815g1 · 7月28日 
バイクで走ってたら、たまたまお爺さんが熱中症で倒れてたからバイク停めて通行人と救助して

たら警察が通って「あなたのバイクですか？」って聞かれて「ここ停めちゃダメでしょ〜」と

か言って駐禁切られたんだけど人命救助とバイクの停車位置どっちが優先なんだよそんなにポイ

ント稼ぎに必死かドツクぞ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2015年8月1日0:47
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 10時間10時間前 
北海道は、Csに関してはデータを見る限り、フクイチより、チェルノの影響のほうが遥かに重い
。

フクイチが収束していないので、今のところ、ではあるが。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日0:54
cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
読売新聞 7月31日(金)19時
午後５時４０分頃、北海道苫小牧市の沖合約５５キロ・メートルの海上で「さんふらわあだい

せつ」から、船舶火災の１１８番があった。

苫小牧海上保安署によると、乗員乗客９４人が救命いかだで脱出中という。
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（２０１５年０８月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年０８月）
 
 



（８月１日）　バイトは４連勤の２日目…。／簡単だ。自分に対して嘘をつかなきゃ
いい。でもそれが簡単じゃないヒトが多すぎる。

http://85358.diarynote.jp/201508010817137295/

ウェンかむい！　やいしゃまね〜な〜ッ！（＠＠；）！

2015年8月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

　

 
おはようございます。０８：０４。

札幌は２４℃。ほぼ無風。

チョ〜ゼツ！蒸し暑いですが、それでもせいぜい、「湘南の梅雨どき」ていどでしょうかね…ｗ
ｗｗ

降水確率０％。バイトは４連勤の２日目…。

https://www.youtube.com/watch?v=7RTrcfvUQns
【Mew】神居古潭【オリジナル曲】ChineseSub 

昨夜のも参照魚…http://85358.diarynote.jp/201508010007515602

特務機関NERV @UN_NERV · 6分6分前 
【北海道地方 気象情報 2015年08月01日 08:28】
日本海側北部とオホーツク海側では、引き続き１日昼前まで河川のはん濫に警戒して

ください。また、十勝地方を含め、これまでの雨による土砂災害に注意してください

。

特務機関NERV @UN_NERV · 15分15分前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年08月01日 08:21】
上川地方では、１日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［上川中部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 30分30分前 
【網走・北見・紋別地方 渚滑川はん濫注意情報 2015年08月01日 07:52】
渚滑川の渚滑橋水位観測所（紋別市）では、当分の間はん濫注意水位（レベル２）を

超える水位がしばらく続く見込みです。引き続き、洪水予報に注意して下さい。
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特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報 2015年08月01日 06:51】
網走、紋別地方では、１日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［網走西部］洪水

［紋別北部］洪水

［紋別南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年08月01日 06:43】
上川地方では、１日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］洪水

［上川中部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【網走・北見・紋別地方 渚滑川はん濫注意情報 2015年08月01日 06:31】
渚滑川の渚滑橋水位観測所（紋別市）では、1日06時00分頃に、はん濫注意水位（レベ
ル２）に達しました。水位はさらに上昇する見込みです。今後の洪水予報に注意して

下さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年08月01日 06:16】
上川、留萌地方では、１日昼前まで土砂災害に警戒してください。上川地方では、１

日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【網走・北見・紋別地方 渚滑川はん濫注意情報 2015年08月01日 04:14】
渚滑川の上渚滑水位観測所では、1日03時30分頃に、はん濫注意水位（レベル２）に達
しました。水位はさらに上昇する見込みです。今後の洪水予報に注意して下さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年08月01日 03:44】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨・洪水



［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報 2015年08月01日 03:41】
空知地方では、１日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［中空知］洪水

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.0】北海道東方沖 深さ40.0km 2015/08/01 03:02:56
(G)http://j.mp/1eH2i1W (アニメ)http://j.mp/1hbf2zZ

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ25.1km 2015/08/01 02:20:32
(G)http://j.mp/1MyZQsh (アニメ)http://j.mp/1hb9HZe

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 釧路市 
【M3.6】釧路地方 深さ87.9km 2015/08/01 01:42:43
(G)http://j.mp/1IuniB1 (Y)http://j.mp/1IOQOI6 (アニメ)http://j.mp/1SosO2Q

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【網走・北見・紋別地方 土砂災害警戒情報 2015年08月01日 01:23】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼北見市北見▼佐呂間町▼湧別町▼遠軽町

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報 2015年08月01日 00:58】
網走、北見、紋別地方では、１日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水

に警戒してください。

［網走西部］大雨・洪水

［北見地方］大雨・洪水

［紋別北部］大雨・洪水

［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 

http://j.mp/1eH2i1W
http://j.mp/1hbf2zZ
http://j.mp/1MyZQsh
http://j.mp/1hb9HZe
http://j.mp/1IuniB1
http://j.mp/1IOQOI6
http://j.mp/1SosO2Q


【網走・北見・紋別地方 土砂災害警戒情報 2015年08月01日 00:56】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼遠軽町

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【上川地方 土砂災害警戒情報 2015年08月01日 00:23】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼旭川市▼東神楽町▼当麻町

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月31日 23:58】
北海道地方の日本海側とオホーツク海側では、引き続き８月１日昼前にかけて、大雨

による低い土地の浸水や土砂災害、河川のはん濫に警戒してください。

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 津別町 
【M2.7】弟子屈付近 深さ3.2km 2015/07/31 23:17:11
(G)http://j.mp/1M1oByo (Y)http://j.mp/1HanQLn

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年07月31日 22:43】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報 2015年07月31日 22:33】
次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］大雨・洪水

［北見地方］大雨

［紋別北部］大雨・洪水

［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年07月31日 21:54】
次の地域に警報が発表されています。

http://j.mp/1M1oByo
http://j.mp/1HanQLn


［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【苫小牧フェリー火災 船長救助される】
第1管区海上保安本部によりますと、火災が起きたフェリー「さんふらわあだいせつ」
に残って対応に当たっていた船長が、午後9時13分に室蘭海上保安部の巡視艇「りゅう
せい」に救助され船を離れたということです。

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約60km M3.6 31日13時16分頃発生 
(G)http://j.mp/1h9CX2N (気象庁)http://j.mp/1MWROY7

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.8】青森県西方沖 深さ13.2km 2015/07/31 10:17:10 http://j.mp/1I5T0r9

地震マップ @eq_map · 7月30日 � 北海道 新得町 
【M2.9】大雪山系 深さ153.6km 2015/07/31 01:37:56
(G)http://j.mp/1MWotgw (Y)http://j.mp/1IuiCiK

…で…（＾＾；）…

札幌だけ、花火大会やってて、降水確率０％…☆

https://www.youtube.com/watch?v=FPkAVIgQmnw
【吹奏楽】コロポックルの棲む渓谷

https://www.youtube.com/watch?v=79jc2Id_p0Q
OKI/トンコリ〜驚異の５弦ギター〜サハリンからの衝撃@札幌歩行空間2013
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日8:45

bit.ly/WotNukes@ST0NES 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
たとえ貧乏でもヒトは素直さを失わず、常に変わりゆく世の中に対して柔軟であるなら、その心

が動かす肉体も最期まで自分で運び動かせる余生を送ることができるとおもう。簡単だ。自分に

対して嘘をつかなきゃいい。でもそれが簡単じゃないヒトが多すぎる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日8:49

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
キース・リチャーズ bot @KeithRichardsJP · 1時間1時間前 
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予期せぬ出来事は起こる。だから常に備えておくしかないね

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月2日0:23
8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
F1の影響だけでなく、それらもふまえて
http://twitter.com/ST0NES/status/626355929970126848 …
http://twitter.com/ST0NES/status/627328816566800384 …
どこが何によって汚染されてるのか？

2015年8月1日。北海道は泊のベント？神奈川は東芝の原子炉だろ。
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（８月１日）　夏の豊平河畔を自転車通勤。という超ゼイタク／その時私は札幌に行こ
うと決めた。

http://85358.diarynote.jp/201508011019147079/

サッポロ最高！

2015年8月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (8)
夏の豊平河畔を自転車通勤。という超ゼイタクは、

 
なにものにも代えがたい…o(^-^)o…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日10:20
前２項を参照。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日15:26
とにかく喉が痛い。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日20:36
後半は厄日。(∋_∈)
喉の痛さがハンパない。

粘膜をヤスリで赤剥けにされてる感じ…(ToT)

フクイチ、凄惨そおだな…
ヽ（・＿・；）ノ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月1日23:48
０５１

９３

９３．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月2日0:35

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前  
めいちゃんさんがリツイートしました ぴこたん
 
私もチェルノの翌年、帯状疱疹、視力一気に低下、毎朝背中に鉛を背負ったような疲労感でした

。

私たちクラスのカナリア（なんのこっちゃ？　笑）になると、みんなチェルノの時に何らかの不

調があったみたいだね。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月2日0:36
０５１９

４００。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月2日0:50

AKIRA 2024さんがリツイート 
masako11221 @masako11221 · 2月10日
　 
札幌の外食しまくりのブロ友一家も、２年前から鼻血・大量脱毛・滝のように吐く・視力低下が

起きて、同じく外食しまくりの那覇のブロ友と同時期な上に、家庭内ＤＶの時期まで一緒で

した！！@kurieight @ichinang もう、心筋梗塞、肺炎、ヘルペスだらけだよ福岡市。本当だよ。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月2日1:03

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 4 時間4 時間前 
【拡散】nuke_cs137 私のまわりのとくに幼いこどものいる友人は東京を脱出した。ほとんどは
関西、そして沖縄まで。その時私は札幌に行こうと決めた。
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（８月２日）　札幌は２日続きの晴天！

http://85358.diarynote.jp/201508020858381695/

♪ 天気がイイとテンションが上がる単純な性格で ♪ 〜 旅に出る
ときが来た 〜 つまり、もう始まっちゃった…

2015年8月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

　

AKIRA 2024さんがリツイート 
tajima izumi @storktaja · 7月20日 
ポーランドでは、チェルノブイリ事故2日後、国内すべての15歳以下のこどもたちに飲
ませたヨードを、福島では飲ませないと判断。判断したのは当事副知事だった今の福

島知事。ねぇねぇ、ホントにみんな知ってる？ 
https://twitter.com/storktaja/status/623028407308193793/photo/1

おはようございます。０８：１３。

札幌は２日続きの晴天！

！（＾＾）！

てことで、お目覚め音楽はＣＤでコレ〜♪

https://www.youtube.com/watch?v=98p-3WbE4UU
愛してる - INFINITY 16 welcomez 若旦那 

終わってます…吹く死魔！

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。

コレが出てる時は【非常事態】現在進行形…！

https://www.youtube.com/watch?v=5dHCRFAfnJ8
三宅洋平 「Gypsy Song」　2013/4/25 
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508020858381695/
https://twitter.com/storktaja/status/623028407308193793/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=98p-3WbE4UU
https://www.youtube.com/watch?v=5dHCRFAfnJ8


https://www.youtube.com/watch?v=hti-Areh01Y
(仮)ALBATRUS - ジプシーソング (Offical Video) 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 57分57分前 
今日の犬吠埼 8/2 7:45 濃霧 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/627611254769610752/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
lips_k @lips_k · 1時間1時間前 
これじゃ無理かな・・ 
https://twitter.com/lips_k/status/627603394069430273/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 1時間1時間前 
どっかのママさんが、「命がけで産んだ我が子を戦争に奪われてたまるか、殺し殺さ

れるために産んだ訳ではない。子どもたちの為に私たちは諦めない。誰の子どもも殺

させない」 って言ってるけど、その「戦争」を『放射能』に変えてみたら？

Dandy @qDandyp · 2 時間2 時間前 
フクイチ 
https://twitter.com/qDandyp/status/627599292203569152/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
ブロックしているのにわざわざ見に来る必要はありません。

否認している状態をニュートラルに戻して、情報を検索してください。

原子炉建屋の壁の厚さぐらいすぐにわかるものです。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年08月02日 06:02】
関東甲信地方では、２日も大気の状態が非常に不安定となるため、落雷、竜巻などの

激しい突風、降ひょう、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意してください

。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
3号機はMOX燃料の核爆発（核攻撃？4号機も？）
新燃料の一部は地下へ‥

https://www.youtube.com/watch?v=hti-Areh01Y
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/627611254769610752/photo/1
https://twitter.com/lips_k/status/627603394069430273/photo/1
https://twitter.com/qDandyp/status/627599292203569152/photo/1
http://twitter.com/vansox/status/626847955119517696


http://twitter.com/vansox/status/626847955119517696 …
4号機は2012年より前に燃料を移動済み。
@nhk_news 東京電力はF1:4号機のプールで使用前の燃料を試験的に取り出す作業を始
…メルトダウンに水素爆発。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東の天気 2015年8月2日】
今日はむせる様な暑い空気に強烈な日差しが照りつけて厳しい暑さになります。熱中

症対策をシッカリと。午後は山沿いで急な雨や雷の恐れがあります。モクモクした底

が灰色の雲など雷雨のサインにご注意下さい。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 3時間3時間前 
2015年8月2日
早朝の #東電の原発事故 現場@TEPCO_Nuclear
不気味に曇っているな。ここで

あと2週間後、またもや恐ろしいことが勃るのだろうか？
また国民は眠れない日が？

http://twitter.com/ST0NES/status/627577484003807232 … 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【埼玉県 高温注意情報 2015年08月02日 05:02】
埼玉県では、２日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症な

ど健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼さいたま　３７度

▼熊谷　　　３８度

▼秩父　　　３６度

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
福島原発、モヤが出てきました。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
確かなのは、福島第一の格納容器は今や穴だらけであり、そこから地下水が浸入し炉

心と直接接触しているということです。核燃料がコンクリートを貫通したかどうかは

、環境や福島の人びとにとってはもはや意味のない問題です。

アーニー・ガンダーセン 2015年7月

http://twitter.com/ST0NES/status/627577484003807232


原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 7 時間7 時間前 
もうちょっと飲めるかな 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450297180159365120/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
東日本で経済活動続ける事自体が、

この放射能汚染問題の

加害者になるってことですよ。

なぜソ連が廃村の地域を作ったのか

そしてその村をブルドザーで破壊して埋めたのか？

それは、その汚染の酷い地域の放射能が、他の地域を

また汚染することが無いようにする為に廃村があったんですよ。

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 8時間8時間前 
フクイチ３号機の燃料交換用クレーンの撤去作業が本日、行われる予定だそうだけど

、３号機建屋が高線量汚染されていて、しかも落下クレーンも核爆発の直撃を受けて

水中に落ちたもの。どんな工法をとるにせよ、高線量の巨大瓦礫に変わりなし。寝た

子を起こすようなものだね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 8時間8時間前 
５キロにわたり死骸、新潟の川で数千匹の魚死ぬ: 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/eco/20150801-OYT1T50031.html?from=tw … １５日午前１１
時頃、南魚沼市塩沢地区で魚野川の浅瀬が干上がり、カジカやアユなどが死んでいた

。死骸は約５キロにわたり数千匹程度あった 
https://twitter.com/oldblue2012/status/627500805688430592/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9時間9時間前 
JUMPILIKEYOUさんがリツイートしました cmk2wl
３号機の爆発では周囲に緑色の液体が飛散しているように見える 

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 12 時間12 時間前 
【拡散】nuke_cs137 私のまわりのとくに幼いこどものいる友人は東京を脱出した。ほ

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450297180159365120/photo/1
http://www.yomiuri.co.jp/eco/20150801-OYT1T50031.html?from=tw
https://twitter.com/oldblue2012/status/627500805688430592/photo/1


とんどは関西、そして沖縄まで。その時私は札幌に行こうと決めた。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
花盗人 @nusubito_hana · 7月30日 
熊谷市でα線を放出する放射性物質：ストロンチウム89が113Bq/kgも検出？〜最悪の
汚染地帯は埼玉だった！！千葉より凄いhttp://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=305784&g=131206 … 
https://twitter.com/nusubito_hana/status/626683668174499840/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ひろひろ @dw0w0wb · 7月29日 
東京で５０年ぶり海開き、江戸川区の葛西海浜公園で海水浴解禁！！！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306355&g=131207 …〜８００ベクレル
の海水で、子供たちを海水浴させる東京都！！！ 
https://twitter.com/dw0w0wb/status/626385051308068864/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 5月24日 
Risk of hydrogen explosion f/ leaking containers at #Fukushima ALPS廃液容器内の水素
、濃度が高ければ静電気で爆発の恐れも

。http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201505230059 …

参照：https://twitter.com/2ch_NPP_info

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日8:30
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
今日8月2日の09時以降、
吊り上げの準備をしてると思われるクレーン。ワイヤーがたるんだり、ピィーンと張ったり、ほ

かにクレーンの位置を微調整してるよう動作。この時間帯に行ってる。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305784&g=131206
https://twitter.com/nusubito_hana/status/626683668174499840/photo/1
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306355&g=131207
https://twitter.com/dw0w0wb/status/626385051308068864/photo/1
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201505230059
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日8:31
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前  
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO

これ、さっきのNHK日曜討論で山本太郎 議員が言ってた作業。
非常に危険な作業なので、他の作業員達は、この作業をやる時は、いつでも退避できるような体

制をとるほどの非常に危険な作業。予定では8月2日：鹿島建設が行う作業。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日8:32
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
今日8月2日
福島原発で超難関な作業の「FHM：燃料交換機」の吊り上げ作業をやると東電が言っていたけど
、やってるんじゃないの？報道しないけど。　福島原発ライブカメラを見ると、そんな動きをし

てるけど。　これ、落っことしたら、大変だよ
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（８月２日）　残業は断りましたとも…(^_^;)…

http://85358.diarynote.jp/201508022039449690/

ごめんなさい、ごめんなさい…ッ！
2015年8月2日 日常 コメント (1)
 
　

残業は断りましたとも…(^_^;)…

５５９円。(‾ー+‾)ニヤリ
 
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月2日21:01
　

駄胃越冬がどうしたって…？
(^。^;)

…餓死と傷病衰死だけはしないと決めている…(^_^;)…

こんな美味いもの、

喰わずに死ねるか！？

　(‾ー+‾)ニヤリ
 

http://85358.diarynote.jp/


（８月３日）　バイトは４連勤の最終日…すわりっぱなしで運動不足の脚部のムクミが
寿命と体型に関わる大問題。

http://85358.diarynote.jp/201508030851462945/

また日本で報道していない。

2015年8月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
陣内大蔵 - 君を信じてる

おはようございます。０８：０２です。

昨夜は帰投して洗顔と換気あんど室温下げのための窓開けまでが限界で、

洗濯＋入浴どころか着替えもせず、開けた窓を閉めもせずに、寝床で気絶…

ｗ（－－＃）ｗ

自覚している以上に、被曝と夏ばて？のＷ負担が過負荷でカフカなザムザのお目覚め状態（意味

不明）のようなのですが…

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 8時間8時間前 
のんきなひと。やさしい人。

まだなんとかなるとおもってるひと。

逃げたくても逃げられないひと。

そんなことないと言いはって

あの原発事故後の汚染の深刻さを認められないヒト。

それがツイッターなのかもしれないけどね。

肉体に著しい異変を自覚したときが

そこにいてはいけない‥サイン。

起きたら全身筋肉痛。（〜〜；）

というのが最大の謎なんですが…

http://85358.diarynote.jp/201508030851462945/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4


むしろバイト中すわりっぱなしで運動不足の脚部のムクミのほうが寿命と体型に関わる大問題だ

と思ってるんですが…

水浮腫が解消されると筋肉痛状のものが遺るのか？

セシウム食べクレのせいなのか…？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=qBXjC9sC8X0
陣内大蔵 - 天網恢々 (Heaven’s Vengeance) 

さて。

バイトは４連勤の最終日…

出る前に髪だけは洗わないとね。

（－－；）

もう時間がありませんね…。

札幌は２１℃。（＾＾；）

無風。高く白く明るく霞んだ空です。

オホーツクかシベリア由来の湿気。

線量とっても低くて、高原リゾート気分〜♪

（＾ｗ＾）ｇ

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
"@jumpilikeyou うん。やはり霧じゃないですね。
地面から湧き出してる。

ゆえに放射性物質が混じったガス。

http://mainichi.jp/movie/movie.html?id=891294502002 …"
2015年08月02日 東京電力 福島第1原発3号機（20秒）
http://www.youtube.com/watch?v=IuP7gI0RUqE …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年08月03日 05:16】
関東甲信地方では、３日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定とな

https://www.youtube.com/watch?v=qBXjC9sC8X0
http://mainichi.jp/movie/movie.html?id=891294502002
http://www.youtube.com/watch?v=IuP7gI0RUqE


るでしょう。落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょう、土砂災害、低い土地の浸水、

河川の増水に注意してください。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
stellarwind2005 @stellarwind2005 · 4時間4時間前 
stellarwind2005さんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
各局のディレクターたちだってネットでF１を見てる。
調べてる人もきっといる。

でも誰も出せない。提案もできていないだろう。

あなたたちのちっぽけな自己規制の積み重ねが、

少しずつ、確実に東日本の国民を蝕んでいる。それも知ってるよね？ 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
主権者【I’m not Abe】 @andoukita · 5時間5時間前 
テレビのニュースでも全く取り上げられてないようですね、

ブラウン管の向こうの世界は原発事故も特別秘密保護法の強行採決も何も起きてない

@ST0NES @matayoshitatsu @AKIRA23150220

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
@ST0NES @kurieight @cmk2wl 
最近の写真では燃料プールはタービン建屋側だが、構造図では反対側。図が正しけれ

ば「プールを模した池」が最も壊れていないタービン建屋側の4階に作られたと分
かる。 設計図ありませんか？ pic.twitter.com/9lEgqlwYhm

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 
福島県いわき市四倉海岸の濃霧。

人がいる？

一体この国の国民の命を守ると云う義務はどこへいってしまったのだろう。 
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/627889258687115264/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 8時間8時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
とにかく湿度が高い日が続いてしまったからね。この影響で。

http://twitter.com/ST0NES/status/625321567577214976 …
http://twitter.com/ST0NES/status/627838708142575617 …
原子炉の内側だけでなくhttp://twitter.com/ST0NES/status/625333186361307136 …

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/627889258687115264/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/625321567577214976
http://twitter.com/ST0NES/status/627838708142575617
http://twitter.com/ST0NES/status/625333186361307136


人間も錆びて腐る。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
また日本で報道していない

数日前、坂本龍一が、安保法制に関して「正面から改正することなく、解釈によって

憲法をなし崩しにしようという、クーデターに近いものだと思っています」と言った

それを叩くバカがいるけど、至って真っ当な意見だ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
知らない人が多いですよね

東京あたりの上空は「アメリカ軍の航空機」が優先ですからね。「ここは飛んじゃダ

メよ。アメリカ様の空域だしね」と、遠慮しながら日本の飛行機は飛んでる状態。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
制作費‥税金？

原発事故も国有化されると

いろんな会社が儲かるようになってるんだな。

とくに報道機関。

https://twitter.com/ST0NES/status/627847302216986624/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
というか、がれきとプールの寸法が合ってない？

http://www.henkan-muryo.com/file-convert/result/20150802tepconuclear.mp4 …
（この動画は24h後に削除）
で、この水の中から引きあげたのに、なぜ水滴が垂れない？

というか、ここ、ほんとに3号機なのか？
@kurieight 巨大がれきを撤去したが燃料棒はどこに？？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
今日、ラジオで鳥越さん

「戦後、日本は植民地みたいなもんです。　首都圏にアメリカ軍の基地がいくつあ

るか？知らない国民もいるんです。横田基地、横須賀、厚木など、六本木にも米軍ヘ

リの離着陸できる場所がある。つまりそういう事なんです」

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
"@WadjetOsaka 福島第一原発が、またトリチウム夜霧のハウスマヌカンで又、毛が抜
けるヤツが増えてくる♫ "

https://twitter.com/ST0NES/status/627847302216986624/photo/1
http://www.henkan-muryo.com/file-convert/result/20150802tepconuclear.mp4


昼のシャケ弁当もヤバイです。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ムーン @bosoboso34 · 10時間10時間前 
@junko_in_sappro @ST0NES そうです、殺されます。逃げて！

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は02日19:50まで有効です。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
口永良部島。6月19日以来噴火なし。地震は毎日1回か0回。なぜレベル5なんだろか
ねえ。

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150802160013.html …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
直径1メートルの大きな噴石の人たちは、こんなシェルターじゃ役に立たないと言わな
いのはなぜだろうか。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
クレーンの引き上げとか、核燃料与太話の裏で、もっとよくないことを隠すというこ

とを想定しておくのがいい（これほど敷地が曇っていたら、引き上げなんて作業はそ

もそもできない）

これまでずっとそうだった。

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

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
単純に、コストだけでそう設計したのかもしれないが。

（でも、コストだけでそう設計するのって、人命軽視だよね）

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150802160013.html
https://www.youtube.com/watch?v=b88pxLpMZKk


https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
【最遊記・外伝】 最/後/の/歌 （MAD）
 　
 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 49 分49 分前 
御嶽山で63人も死んだのは、観測が足りなかったのでも、情報伝達がまずかったの
でも、ない。火口のそばにひとが大勢いたからだ。もし二度と繰り返したくないなら

、御嶽山にひとを登らせないしか方法はない。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 13 時間13 時間前 
数年後に報道され騒いでからでは遅い。

大勢に認識してほしい。@AKIRA23150220
F1の濃霧については政府も東電もマスコミも一切触れない。
この事実を認めたくない…
中性子水蒸気と云う高濃度放射性物質の霧を認めたくないのだ。

吸い込めば、直ちに人体に影響があると云うのに。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
原発が爆発したときの教訓は

まんがいち、高濃度の放射性物質が拡散した場合、風速と風向きにもよるけど、だい

たい東京までの所要時間は、6時間〜9時間ぐらいじゃなかったかな。ほぼ、都内全域

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
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の放射線量が、ガンマ線で1マイクロシーベルト（＝プルーム通過したとき）を超えた
とき。

 



（８月３日）　♪ 何でもない日バンザイ ♪　の唄を貼ろう。と思った半日。

http://85358.diarynote.jp/201508031039044871/

ツクツクホーシが大群で…＼(◎o◎)／
2015年8月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (11)
　

びっくり。(‾○‾;)
去年までは居なかったと思う。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日10:40
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てか、昨日までは居なかった。

（断言）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日15:44
覚えていたら後で

♪ 何でもない日バンザイ ♪
の唄を貼ろう。と思った半日。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日15:46
アルパカさんとビクーニャさんが、お荷物かかえてパッパカラッパ〜♪…していたのが可愛くて
笑えたｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日15:49
さっきから面妖な電波干渉？で気絶寸前。(∋_∈)
頭の真横で電子レンジのスイッチ入れられた時みたいな横殴りのショックが続いていて、

気合いと霊力？で意識を保つので精一杯。(∋_∈)

何も考えられない…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日15:56
昨日の「北海道以外ぜんぶ雷」に続いて、

「新潟以西はぜんぶ雷」大会な現実…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日23:01
無理。寝る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日4:45
目が覚めたら04時44分み

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:41

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前 
http://p.twipple.jp/qlpVp 昨日トリチウム過去最高値更新だったそうだ。
やはり、、、＞＜

＊体調メモ：

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:46

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 12時間12時間前 
ほらね、やっぱり３号機スパイクしてる。

http://fukuichi.mods.jp/?p=37&fname=p34.csv&cnt=10&update=%E6%9B%B4%E6%96%B0 …

今朝も疲労感。

ずっと頭痛＆リンパ腫れ

＊体調メモ：

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:46

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
虹空 @rainbowskya · 2012年11月17日 
ヘレン・カルディコット博士の話によると、放射線の感受性は女性は男性の2倍高く、男児は成人
男性の1000倍高いのだそう。体感が男女でまるで違うなら、言葉で説得しても男性にわかるはず
なんかなかったと、さっき知って驚いているところ。
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http://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日21:20
　

cmk2wl @cmk2wl · 8月3日 
電磁波（非電離放射線）も重要なので、次号あたりのメルマガから測定器による家庭内の電場・

磁場・マイクロ波の情報をお伝えしていきます。

電磁波はそもそも危険ですが、荷電粒子（放射性物質）と関係します。
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（８月４日）　バイトは休み。予定は未定。／同じフロアの隣の部署が「もふもふ動
物園」なので…

http://85358.diarynote.jp/201508040738457097/

まず必要なのはカボチャ…♪
2015年8月4日 音楽 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=ArlPxHUcLDU
MATOKA 

あらためまして、おはようございます。

０６：３８です。

札幌の外気温２３℃くらい？

空は高くて白い「晴れ」。

風が強めで、

線量は低めです。

（＾＾）

バイトは休み。予定は未定。

…まず昨日の分のふぉろーから行きましょうかね…

☆セミ。

http://85358.diarynote.jp/201508040738457097/
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http://85358.diarynote.jp/201408030934249369/
＞「札幌にはセミがいない！」

https://www.youtube.com/watch?v=3x5f1cvK24E
ツクツクボウシの鳴き声 

https://www.youtube.com/watch?v=BfqctaO81Cs
エゾゼミは手の上でも鳴き続けますね〜 

※ちなみにエゾゼミは関東にはいない。（たぶん）

はじめ蝉だと気がつかなかった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=7FDlHsx1xdQ
米洗い 

☆♪ 何でもない日バンザイ ♪
https://www.youtube.com/watch?v=K-0WE7muXGY
お誕生日じゃない日のうた　（ふしぎの国のアリス）

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ZmTsdafCeRY
ビビディ・バビディ・ブー　（シンデレラ）

☆アルパカさんとビクーニャさん

画像上から順に、アルパカ、ビクーニャ、リャマ。…たぶん…
…（＾＾；）…（日本人には、見分けはつかないと思う…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
yunyun アルパカらっぱからっぱ えこりん村 

同じフロアの隣の部署が「もふもふ動物園」なので…、
私の娯楽にされているのは、おそらくばれている…ｗ

★頭の真横で電子レンジのスイッチ入れられた時みたいな横殴りのショック

http://www.nstimes.info/07-2005/microwave.html

https://www.youtube.com/watch?v=3x5f1cvK24E
https://www.youtube.com/watch?v=BfqctaO81Cs
https://www.youtube.com/watch?v=7FDlHsx1xdQ
https://www.youtube.com/watch?v=K-0WE7muXGY
https://www.youtube.com/watch?v=ZmTsdafCeRY
https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
http://www.nstimes.info/07-2005/microwave.html


＞電子レンジで「チン」は健康に悪い

https://www.youtube.com/watch?v=D_sJh_F5JKc
コン・バトラーV [STEREO] 

★「新潟以西はぜんぶ雷」大会

https://www.youtube.com/watch?v=AGeK85JNhFM
雷矢/続行の歌 

https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs
芸能山城組 - AKIRA (ANX Remix) 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:47

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ハヤシジュンイチ @i_moya_tyo · 14時間14時間前 
@cmk2wl 私は東京、五反田ですが、311後の数日間、まさにこの時期に犬を連れて散歩してい
た時、視界に白い雪のような細い線が走るのを見ました。雪だと思って手に受けても何もなく、

印象としては網膜に直接光が写っている感じでした。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:54
8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 � 沖縄県 与那国町 
【プラズマループ大爆発！ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!】8/3 今朝07:24amJSTに太陽の裏側でX10
級かと思える程のCMEが発生したので、反対側と言えども、水曜辺りには何かやって来そうなレ
ベルだ。

https://www.youtube.com/watch?v=D_sJh_F5JKc
https://www.youtube.com/watch?v=AGeK85JNhFM
https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日20:54

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 10時間10時間前 
「見たのではなく、見たと報道から聞いただけですね」　TVなどに文化をつくられてどうする？
貴方が本当に目にしたこと、体験したことが真実だ。

 



（８月４日）

http://85358.diarynote.jp/201508041007194332/

青森ねぷたのスポンサーが日本原燃なんだ。3500万都民には時間
切れが迫る。日本全土がバナナ園みたく湿度が高くなると作物も

アウト。

2015年8月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=jk3IC47aahg
ＡＫＩＲＡ-Original Soundtrack- 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 20分20分前 
ハチに刺される被害相次ぐ(8/4)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150804-00000002-rescuenow-soci …
スズメバチなどの活動が活発となり、ハチに刺される被害が相次いでいます。黒い服

、たばこや香水での刺激、ドアをバタンと閉めるなどの巣への衝撃を避けましょう… 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/628340154307112960/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 52分52分前 
交差点で右折するとき、左から車が来たら言うねと請け負った助手席の子供に気象庁

は相当する。子供の背丈が低くて助手席から左はよく見えない。運転者は自分でちゃ

http://85358.diarynote.jp/201508041007194332/
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んと左を見て安全を確認してから右折しないとぶつかって死ぬ。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年3月13日 
３号機の即発臨界核爆発を隠す為に「計画停電」をぶちあげた。報道も、世間の耳目

もそこに集まってしまった。「計画停電」ではなく「屋内退避」を呼びかけさえす

れば、多くの命と人生が変わっていたはず。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/312035182716784643/photo/1

…さて、永久に封印されているべきものが、
露天で臨界して、ダダ漏れで大噴出ですよ…

画像の震源図、週間じゃなくて「２４時間分」ですからね…？

https://www.youtube.com/watch?v=qHmTJIIqJTg
長渕剛 - 蝉 semi 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23 秒23 秒前 
震源は赤石山脈、深さ7.8km
震源が浅い。

（気象庁：震源地・長野県南部、深さ約10km マグニチュード3.8
（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150804051653395-040513.html …）

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
昨年 9 月27日の御嶽山噴火は、気象庁が把握する前に現地の登山者が知っていた。気
象庁が発表したとき、すでに事は決していた。気象庁が出す噴火速報に意味はない。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2時間2時間前 
復興庁◆避難者等の数[平成27年7月31日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html …
避難者数：202433人
県外避難：福島県45241人、宮城県6926人、岩手県1539人

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年08月04日 05:48】

https://twitter.com/cmk2wl/status/312035182716784643/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=qHmTJIIqJTg
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関東甲信地方では、４日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定とな

るでしょう。落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょう、土砂災害、低い土地の浸水、

河川の増水に注意してください。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
2015年8月3日、特徴的なのは長野県。昨日から線量が高い。
http://twitter.com/ST0NES/status/627793554924908544 …
群馬県と連動した流れだが、時間的に岐阜や京都の山とも被る。

昨日と今日でダブルで汚染が回ってるな。F1の汚染だけじゃないかも。 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
東電の原発事故の心配や青森の核施設の事故のほかにも

http://ma-04x.net/all_l.html 
今日は各地いろいろ出てますよ。

「神奈川でスパイク！」とか騒ぐひともいなくなっちゃったね。

http://twitter.com/ST0NES/status/627413573182971905 … 
https://twitter.com/ST0NES/status/628195105485131777/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 11時間11時間前 
36歳の作業員が？
放射線の危険について何も教えてなかったんだろ。おまえら。@TEPCO_Nuclear
ここに書いてあるんだよ。克明に。

http://bit.ly/WotNukes 
あの連日連夜の #汚染濃霧 のなかで働かせて‥
ほかにもいるはずだ。現場で倒れていないだけで。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今日、石川県で震度３の地震。志賀原発と震源の位置関係

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628185402394853376/photo/1
報道「石川県で震度３の地震。北陸電力によると志賀原発に影響はないと言う

：http://www.asahi.com/articles/ASH833FHFH83UEHF002.html …」　←直下型地震の
破壊力を甘く見ない方が良いと思うけどね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
8月3日：東電会見
記者「作業員が亡くなった8月1日、作業内容は？」→東電「ダストが舞い上がると考
えられる作業は、2号機ヤードの撤去と、タンクの解体作業。 ダストが舞い上がらない

http://twitter.com/ST0NES/status/627793554924908544
http://ma-04x.net/all_l.html
http://twitter.com/ST0NES/status/627413573182971905
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ように注意してる。全面マスクとクールベストを着用していた。人が巡回し放射線量

を計測している」

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 12時間12時間前 
こりゃ、かなり前からトラブってんじゃないのか？

東電のオカシナ動きに似てる。

☞ぼや：再処理工場の調理場で 六ケ所・原燃／青森:@AomoriPref
7月31日午前7時55分ごろ、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場で
http://sp.mainichi.jp/area/aomori/news/20150801ddlk02040032000c.html …�表示でき
ない。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 12時間12時間前 
@kikko_no_blog 日本原燃は（2015年8月）3日、青森県六ケ所村の再処理工場で、#極
めて高い線量 を出す高レベル放射性廃液が漏れた場合に検知する装置が故障したと
発表…
現在は2系統ある検知装置が両方とも使用できない状態…
https://twitter.com/ST0NES/status/628157798539366401/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
しーずー @soundmanlive123 · 13時間13時間前 
NHK青森【再処理工場　機器故障調査続く】「分離建屋」には、複数の避雷針が設置
…使用済み核燃料から高レベル放射性廃棄物を分離し、ウランやプルトニウムを取り
出す施設http://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/6083866051.html?t=1438598427439 … 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 13時間13時間前 
ほれ、見ろ、青森県！@AomoriPref
放射線量にメチャクチャ変動あったじゃねぇかよ。@nhk_news
http://twitter.com/ST0NES/status/628156300619198464 …
漏れてるな。海に、大気に、山に、河に。

#2015年8月2日から六ヶ所村ヤバイ 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 13時間13時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
NHK；分離建屋は、溶かした使用済み核燃料から高レベル放射性廃棄物を分離し、ウ
ランやプルトニウムを取り出す施設で、トラブルが起きたのは、いずれも放射線の管

理区域内にある安全上重要な機器

…http://twitter.com/ST0NES/status/628155689655861248 …

http://sp.mainichi.jp/area/aomori/news/20150801ddlk02040032000c.html
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今そこがヤバイらしい。@genkikun_bot

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 13時間13時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
実は最近、青森県東方沖の地震が群発ぎみな傾向にあるな。

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=285 …
何回も揺れて停止してるんじゃないのか？今も。まだ。

六ヶ所ムラの核施設。

@nhk_news 使用済み核燃料再処理工場で監視機器故障

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
8月3日：山本太郎
「①経済的徴兵制：奨学金の延滞者。②2014年7月に全国の高校３年生に対して自衛隊
から手紙が来た件」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
fukushima Daiichi Nucler Plant Parameters.Plant No3（福島原発３号機：使用済み燃
料プール水温度：05月10日-08月02日）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628114773465403392/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 15時間15時間前 
福１原発排気筒、耐用基準超え！？倒壊する恐れも！25シーベルトの超高線量検出！
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5665.html … … …防護服を着てても命に影響が出る
程の汚染。まともな工事が出来ず放置状態。 
国民の皆さん、これが現実です。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
@momoa_mjlove 昨日はライブカメラの映像を見てたんです。「なにやってるの
かな〜」って。あんな晴れ間はなかったのに、新聞写真はカラッとしてるじゃないで

すか。おかしいんです。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 17時間17時間前 
2015年8月3日16時ごろの #放射能の風
太平洋にまた変な台風モドキの低気圧が渦巻いてる。

それが今日もF1の、あの、
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http://twitter.com/ST0NES/status/628058941398740992 …
#汚染濃霧、汚染水蒸気、地下からの汚染ガスを全国へ回してる状態。
https://twitter.com/ST0NES/status/628100224775380992/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 17時間17時間前 
ヤマザキパンから高放射線！　http://bit.ly/1b5X3TU

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 17時間17時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
2015年8月3日14時30分ごろM5.0 深さ51km
http://twitter.com/ST0NES/status/628090130012581888 …
この地震で津波の心配はなくても

F1からまた #汚染濃霧 が大量に放出されるほうが心配だ。
@TEPCO_Nuclear
日本全土がバナナ園みたく湿度が高くなると作物もアウト。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
8/03 14:30:10.69
福島県東方沖 
37.753N 141.644E
深さ：49.0km
マグニチュード4.9
モーメントマグニチュード Mw 5.0
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628081297911496708/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 18時間18時間前 
「核爆発した福島3号炉は、プルトニウムを用いた最新世代のAveda MOX燃料を使用し
ており、核爆弾とほぼ同じの500数種類もの核種で構成されていた。それがまき散らさ
れて地球をまわり、世界で被曝を拡大中だ。」 http://ln.is/globalresearch.ca/UJsc4 …

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 18時間18時間前 
「福島が吐き出す放射性物質が、北半球を汚染させ続ける。北風の日の東京は降雨が

多いようで、3500万都民には時間切れが迫る。」 http://ln.is/www.tuberose.com/5VA1A
…

https://twitter.com/ST0NES/status/628100224775380992/photo/1
http://bit.ly/1b5X3TU
http://twitter.com/ST0NES/status/628090130012581888
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628081297911496708/photo/1
http://ln.is/globalresearch.ca/UJsc4
http://ln.is/www.tuberose.com/5VA1A


8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 18時間18時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
2011年12月19日@TEPCO_Nuclear
福島第一の地下トンネル、水たまり230トン発見
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/09b9f95901ecfe2f07e2b1f1597d54f8 …
http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/438.html …
そこで核燃料が地下水を沸騰させてるんだろ。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
まりちゃん @malityo · 19時間19時間前 
@ST0NES @JMA_kishou @MLIT_JAPAN @TEPCO_Nuclear 毎日毎日こんなです
から、どれだけ私たちが被曝を強いられていることか！

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 19時間19時間前 
福島原発GE Mark-1は、80年代に、米国原子力規制委が『いったん燃料溶融が始ま
ると、90％の確率で原子炉が爆発する』と指摘し、また同原発の設計者自身が『格納
容器が壊れやすく大事故を必ず起こす』と告発していた。日本の原発はほぼ全てが同

型であることから、巨大地震で爆発する。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 20時間20時間前 
2015年8月3日、午後1時半ごろ。
同じ時間なのに、ふたばかめらで見ると

#東電の原発事故 の現場だけが汚染濃霧で煙ってるね。
隠しようがない。F1異常事態。@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/628054857480454144 … 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 20時間20時間前 
毎日新聞が、F1の、その様子をテレビカメラで とらえてしまいました。
http://www.youtube.com/watch?v=IuP7gI0RUqE …
http://twitter.com/ST0NES/status/627951441685024768 …
@2014yaaa これはやはり地下の熱による霧だね。@yanko165

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 20時間20時間前 
気象庁さんも忙しいね。@JMA_kishou（@MLIT_JAPAN）
#汚染濃霧 注意報。http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html …
原発事故の現場を拠点に毎日。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/09b9f95901ecfe2f07e2b1f1597d54f8
http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/438.html
http://twitter.com/ST0NES/status/628054857480454144
http://www.youtube.com/watch?v=IuP7gI0RUqE
http://twitter.com/ST0NES/status/627951441685024768
http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html


カメラ映像に湿度を表示したほうがいい。@TEPCO_Nuclear 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
今日8月3日
福島原発１号機の「高線量：放射性物質の拡散防止の屋根パネル」の撤去を行ってい

ます。全国報道は、していないみたいだけど、福島県の人々には、お知らせ済み。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628045978600280065/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
福島原発3号機
使用済燃料プールからのFHM・燃料交換機の撤去
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628043523732865024/photo/1
画像：東京電力株式会社（撮影日：2015年8月2日）

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 20時間20時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
春も梅雨も夏も関係なく長く続いてしまえば普通じゃありません。

もしかすると地盤のスキマから地下水脈へ海水が逆流して、さらに沸騰？

@pecko178 福島では当たり前だ、と…信じませんけどね。
あれは水蒸気だと思ってます。汚染された。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 21時間21時間前 
【雹に注意】 トリチウムの濃度高いから触るな！
トリチウム水(T2O)は4.49℃で凍る！
高い温度でも凍りやすい→雨、雹、雪となって降りやすい

http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium-cause-hailstorm …
トリチウムが雹の原因になるのは大気中核実験の1960年代に判明していた

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
しーずー @soundmanlive123 · 21時間21時間前 
ん？計器の故障だったら周辺一帯の線量なんで上がるんだ？

昨日の18時くらい〜20時くらい…微妙だけど少し線量上がってるじゃん
▽・_・;▽
〔日本原燃モニタリングポスト〕

http://www.jnfl.co.jp/monitoring/spatial.html … 
https://twitter.com/soundmanlive123/status/628040410057707520/photo/1

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628045978600280065/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628043523732865024/photo/1
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium-cause-hailstorm
http://www.jnfl.co.jp/monitoring/spatial.html
https://twitter.com/soundmanlive123/status/628040410057707520/photo/1


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
HIROKO HIROKO @yanko165 · 21時間21時間前 
今日も 
https://twitter.com/yanko165/status/628046215142227970/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
わたママ・NO WAR @wtrmama · 22時間22時間前 
わたママ・NO WARさんがリツイートしました Ｍペッコ
午後一時に 霧？
皆さんは経験ありますか？

朝、どんなに霧が深くてもお日様が昇れば解消されますよね？ 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
濃霧警報。

地下水に触れた溶融デブリが、その崩壊熱を失うまで続くのか…。 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 23時間23時間前 
箱根山も口永良部島も、こういう情報操作をするから信用されなくなる。火山の問題

ではない。社会の問題だ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 24時間24時間前 
御嶽山で63人の命を救えなかった気象庁が、みずからの無能力を自覚しないまま、い
ま口永良部島民の生活を破壊し尽くそうとしている。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Dr.NOMURA @Chooemon92 · 8月3日 
秘密保護法施行後の報道なのだ。

何も期待しない。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
おみくじ凶子 @aknmssm · 8月2日 
昨日午後、東京電力福島第一原発の作業員が熱中症で死亡。凍土壁担当の36歳のSさん
。なぜ東電は発表しないのでしょうか？

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 

https://twitter.com/yanko165/status/628046215142227970/photo/1


JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8月2日 
青森ねぷたのスポンサーが日本原燃なんだ。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Theresia_Gebets @Theresia_Gebets · 7月31日 
@sho27610477 @chiba_nyanko 東京からの荷物の梱包剤も、同じエアー棒近づける
と0.3くらいいきますよ。ネット通販の場合は送り元がどこかって結構気にしながら買
い物してます。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
しーずー @soundmanlive123 · 6月22日 
念のため…
東通原発モニタリングポスト

http://www.tohoku-epco.co.jp/electr/genshi/higashi/mp.html …
日本原燃モニタリングポスト

http://www.jnfl.co.jp/monitoring/spatial.html …

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
U @wayofthewind · 12月5日 
ケムトレイルが撒かれる日は、なぜか産廃もフル稼働で煙をあげています。

それが翌日、雨となって降りそそぐ。だから、あそこまで車のウィンドウも汚れるの

かなと。

連携してやっていたとしたら恐いですよね。@3wqbxtrhqcbdl6z @izimo_ssp
@nochemtrail

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 10月1日 
フクシマは【２０００トン】の核燃料が青天井のまま

再臨界を周期的に繰返して環境にタダ漏れつづけてる・・・・・

チェルノブイリは【２トン】・

広島長崎原爆は僅か１Kgに満たない核燃料だった・・・・
@cmk2wl

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 10月1日 
15グラム・・・　@cmk2wl 87年ブラジルで廃墟病院の撮影装置から盗まれた Cs137
は約51TBq。重さ「約15グラム」。急性被曝で4人死亡、2人生き残り 1人は腕半分を

http://www.tohoku-epco.co.jp/electr/genshi/higashi/mp.html
http://www.jnfl.co.jp/monitoring/spatial.html


切除。11万人がスクリーニング。半年の除染の末、汚染廃棄物はドラム缶で3800本、
コンテナ1400個等

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Dr.NOMURA @Chooemon92 · 2012年11月5日 
例えばですね。日本がTPP参入すると全国各地の原子力発電所に投資している投資家
がISD条項で再稼働できるわけです。国民の意志は全く無視されどんな危険で旧式の原
子力発電所でも再稼働させる。憲法＜米国国内法＜投資家なのです。俄に信じられな

いでしょうが本当です。#STOPTPP

https://www.youtube.com/watch?v=MqxH9z3jwDU
長渕剛 - 絆－ＫＩＺＵＮＡ－ 

https://www.youtube.com/watch?v=4kk6ENwEV1k
かむあそうトライブスPV【official】 TEQUITO STYLEE & YAMATONCHU UNITE 

T. HIRANOさんがリツイート 
三宅洋平 / Yohei Miyake @MIYAKE_YOHEI · 22時間22時間前 
8/8 鹿児島・薩摩川内市の久見崎でLIVEします。数日キャンプインするよ。再稼動はダ
メだよ。まだ何の議論も終わっていない。とりあえず、反対の意思を身体で示そう。

https://www.youtube.com/watch?v=XGtiQx_TujU
avalon - log off 

https://www.youtube.com/watch?v=foUTKhEhp2A
銀河鉄道の夜　エンディングテーマ　(春と修羅　朗読入り) 

…ムリ！…！（＾◆＾；）！…☆

カラパイア @karapaia · 15時間15時間前 
【RT100UP】 この夏、山を積み上げろ！紙で作る山岳立体模型キット「やまつみ」で
富士山を積みあげるぞ！ 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52197805.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/628119403628920832/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=MqxH9z3jwDU
https://www.youtube.com/watch?v=4kk6ENwEV1k
https://www.youtube.com/watch?v=XGtiQx_TujU
https://www.youtube.com/watch?v=foUTKhEhp2A
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52197805.html
https://twitter.com/karapaia/status/628119403628920832/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=qYL0_L5iIHA
里山 (Satoyama)  
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日10:08
なんかまた「気分が悪い」です。

ちょっと気絶してきます…

https://www.youtube.com/watch?v=qYL0_L5iIHA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（８月４日）　もし本当に睡眠がおかしいなら神経系統がやられている可能性があり
ます。

http://85358.diarynote.jp/201508041127516132/

なんで？

2015年8月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
　

なんでこんなに

体調が悪いんだろう？(-"-;)
天気は最高なのに

漫画を読む以外

なにもできない。(∋_∈)

去年のこととか、

まったく思い出せない。

明日より先の

計画が立てられない。

百草園や軽井沢の

楽しかったことばかり、

脳内が走馬灯のようだよ…

(・ω・;)(;・ω・)
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日14:01
仮死（心肺停止）ってた？気がする。ヽ（・＿・；）ノ

体調の谷は抜けた？感じ？

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日17:06
考えてみれば私ゃ百草園時代、息も絶え絶えに週３日働くのが精一杯で、あとの日はひたすら寝

込んでいた、慢性過労症候群患者であった…
(・ω・;)(;・ω・)

…３１１後、文字通り命懸けの「原発火事場の馬鹿ぢから」で必死の匍匐前進で、這いずって逃
げて来たけど…

┐(’〜`；)┌

…ここへきて妙に安心？してるので…

http://85358.diarynote.jp/201508041127516132/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508041127516132/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


…脳内覚醒剤が、切れたかな…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日20:44

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 2時間2時間前 
@Shiki9638 
#就寝線
#眠り病
もし本当に睡眠がおかしいなら神経系統がやられている可能性があります。

早急に対策しないと日常生活が困難になる場合があります。仕事はもちろん無理になります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日20:47

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴこたん @picogmgm · 14時間14時間前

いま思うとカナリアの自分はチェルノの時も具合が悪くなったんだよね。事故直後から三ヶ月く

らい怠くて怠くて寝てばかりいたの。

…て、事はだよ？ 海外に出ても体調が悪くなる可能性はあるわけで。

しかもプクイチはダダ漏れで終わりがないし。

地球の空はつながっているからね。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日20:51
8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7時間7時間前 
内部被曝ストロンチウムが脳神経でβ崩壊？

「くら寿司 救急車」で検索すると多くのツイート→http
s://twitter.com/search?
q=%E3%81%8F%E3%82%89%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd
…
「かっぱ寿司 救急車」で検索すると多くのツイート→https://twitter.com/search?
q=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd
…
「スシロー サイゼリア 救急車」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日21:13
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/02 00:07

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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千葉県八街市在住

https://www.facebook.com/noriko.hanawa.18/posts/675941155883342 …
わたくし47才になる昨夜
どうやら心筋梗塞を起こしていたようです(笑
心臓はいままでで最強にデカくなり

心臓の筋肉は弱り肺は水びたしテキナ…ははッ
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508051408321323/

チェルノブイリは燃えているか？

2015年8月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

北海道の真西のロシア側から、

真夏の湘南海岸の太平洋風より

もっと暑くて湿った熱風が

吹きつけて来るのは…

一体なぜ…？ヽ（・＿・；）ノ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月5日16:19
今度は、きのう高線量の大雨が降った稚内方面から、オホーツクの湿った冷却湯気が、

吹きつけて来ております…(ToT)
 

https://www.facebook.com/noriko.hanawa.18/posts/675941155883342
http://85358.diarynote.jp/201508051408321323/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201508051408321323/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150805/85358_201508051408321323_1.jpg
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（８月５日）

http://85358.diarynote.jp/201508052028072154/

喰わずに死ねるか！ｗｗｗ

2015年8月5日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　

　

 
https://www.youtube.com/watch?v=tE_7Yx3p5kE
あまちゃんオープニングテーマ高音質 

１５：３１に送信したやつが何故か消えていましたよ…と。

あともう、いつ何が起こるか判らない現在。

「大越冬」と財布の心配は、この異常猛暑？を乗り切って生き延びてからにする！

ｗ（＾へ＾；）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201508052028072154/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
http://85358.diarynote.jp/201508052028072154/
https://www.youtube.com/watch?v=tE_7Yx3p5kE


…こんなのがあるあらしい…
https://www.youtube.com/watch?
v=3YGGb3hx_Zs&list=PLkJSNpBQGDeAwhCjXaDbMJ__kEzDydxrz
食い倒れ留萌編 
（いま観る気はないｗ）

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月5日20:48
このさいもうベクレはあまり気にしない。ということで…ｗｗｗ
 

https://www.youtube.com/watch?v=3YGGb3hx_Zs&list=PLkJSNpBQGDeAwhCjXaDbMJ__kEzDydxrz
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（８月６日）　バイトは遅番。４連勤の初日。

http://85358.diarynote.jp/201508060921116506/

軽井沢、高度６００ｍの汚染がひどい／首都圏の「ホ」。すごい

老けよう。／地下の核燃料は空炊き／ご自分の身を守ることを第

一に行動してください／移住する以外生き残ることは不可能です

。

2015年8月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月4日 
東北・関東首都圏タイムリミットが1秒ごとに迫ってますよ。
移住する以外生き残ることは不可能です。

neko-aiiさんがリツイート 
くららん @kurararan · 8月2日 
首都圏の「ホ」事情。実を言うと半信半疑だったのだが・・

本日、確定した。職場に首都圏に住んでいるころ年一位、顔を合わせていた人がいら

した（あちらは私に気づいていないようでした）。

私と数歳しか年が違わないのに、ものすごい老けよう。。

びっくりするぐらい変わり果てていた。（＞＜）。

https://www.youtube.com/watch?v=Z7oPHkqzPqA&list=RDbZ_BoOlAXyk&index=3
David Garrett - The 5th
 

おはようございます。０８：２０。

バイトは遅番。４連勤の初日。

（－－；）

札幌は再び灰白色一面の空。「関東の梅雨どき」まんまの高湿度…
（なれど線量低し！）

これはもう貼ったっけ…？
https://www.youtube.com/watch?v=iRQvQyQDRvA
David Garrett November Rain - Violin 

http://85358.diarynote.jp/201508060921116506/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150806/85358_201508060921116506_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150806/85358_201508060921116506_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150806/85358_201508060921116506_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Z7oPHkqzPqA&list=RDbZ_BoOlAXyk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=iRQvQyQDRvA


https://www.youtube.com/watch?v=3OH2ChOIpe0
David Garrett He s A Pirate Pirates Of The Caribbean Theme 

https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
David Garrett - Music - The complete concert live @ Hannover 18 04 2012 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 14分14分前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
今までよりも地下の核燃料の暴走が激しい。

http://twitter.com/ST0NES/status/628916212295036929 …
もし地上なら、かなり大規模に炸裂？

近日中またF1周辺の放射線量に異常値が出るかもしれない。
そしてどうなる？

http://twitter.com/ST0NES/status/627438474610655232 …
あるいは？リオデジャネイロへの道？

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 17 分17 分前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました シンディー
名無し：07/14 23:47
北海道

訃報による電話に叩き起こされたです……
https://twitter.com/Gogoshindy/status/620009771043717120 …
嫁さんの従兄弟さんです。

先月脳梗塞で倒れた時に受け身も出来ずに頭を強打して治療法も無い状態だったの

です。未だ50前なのに残念です。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 19分19分前 
名無し：2015/08/03(月) 10:56 ID:XXXXXXXX
第五福竜丸の被曝マグロは１００cpmで地下２メートルに厳重廃棄
福島の避難民は１０００００万cpmでも「健康に影響はない」と放置

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 20分20分前 
2015年8月5日の夜から6日の明け方まで、合計9分。
http://twitter.com/ST0NES/status/629069455276949504 …
http://www.youtube.com/watch?v=0BmZWq93IeA …
http://www.youtube.com/watch?v=jiWN2puKjWY …
今までF1:1号機側のライブカメラで
これほどまでに激しく揺れが確認できたことはない。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 32分32分前 
2015.08.05_21.00-00.00.@TEPCO_Nuclear F1
http://www.youtube.com/watch?v=s6IBRlVQTGE …
22時前に2号機と3号機の間（画面右下）で #プラズマ火球 らしきモノ。その後、何回
も激しく揺れる。地下の核燃料は次の雨で地下水が溜るまで空炊きで暴走‥

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【和歌山県 記録的短時間大雨情報 2015年08月06日 07:21】
７時和歌山県で記録的短時間大雨

日高町付近で約１２０ミリ

▼この情報は、災害の発生につながるような稀にしか観測しない雨量であることをお

知らせするものです。ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=3OH2ChOIpe0
https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
http://twitter.com/ST0NES/status/628916212295036929
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2015年8月5日の島根、岡山、広島、山口の放射線量の変動。こうしてみると風は日本
海側から瀬戸内へ流れてた可能性がある。どこからどう回ってきた汚染なのかは不明

。昨日の関東北部と同様に山岳部

？http://twitter.com/ST0NES/status/628933357842214912 … 

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年08月06日 06:32】
近畿中部と南部では、６日０９時頃まで局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る

でしょう。浸水害、河川の増水やはん濫に警戒してください。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
フクイチ事故後の2011年9月頃からベクレル計を購入して、東日本の測定に向かった
福島県には8回入った
驚かされたのが那須塩原付近の凄まじい汚染だが、予想もしてなかった軽井沢、暮坂

峠方面の汚染のひどさも見た

佐久市〜軽井沢は６００ｍ前後の高度がひどい

湯沢町まで汚染が続いている

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年08月06日 05:58】
関東甲信地方では、６日午後は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。低い土地

の浸水、河川の増水、土砂災害、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意して

ください。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 浦幌町 
【M3.1】十勝地方 深さ134.1km 2015/08/06 02:21:39
(G)http://j.mp/1Dqv1Eg (Y)http://j.mp/1gKvCXi (アニメ)http://j.mp/1T3OXOU

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
この熱中症で倒れた164万4526人が、大気汚染という公害で倒れたんだとしたら？
過酸化物によるケミカル・ストークによって、重症であれば人生を変えられてしまっ

た人もいるはず。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
あと、今日の午前中の香川県高松市。

今までもオカシナ線量の上昇があった地域。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E9%A6%99%E5%B7%9D+OR+%E9%AB%98%E6%9D%BE+until:2038-
01-19&src=realtime&f=tweets …
#セシウム基準 の数値はあてにならない。
極端にギザギザやスルドイ山が出たときは明かに人工で何かを焼却後など。

https://twitter.com/ST0NES/status/628943136941694976/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
本土から離れた孤島にいても風向きと雨の日によっては放射線量の上昇が極端にあが

る日もある。所詮は東日本の汚染地域。自分で栽培したモノもすべて塩や重曹で洗わ

ないと子どもには食べさせない。これがいつまでもつのか？今年いっぱいかもしれ

ない。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2015年8月5日 23:38】
田端駅で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、23:28頃、運転
を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

http://twitter.com/ST0NES/status/628933357842214912
http://j.mp/1Dqv1Eg
http://j.mp/1gKvCXi
http://j.mp/1T3OXOU
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E9%A6%99%E5%B7%9D+OR+%E9%AB%98%E6%9D%BE+until:2038-01-19&src=realtime&f=tweets
https://twitter.com/ST0NES/status/628943136941694976/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
大規模な花火大会の後って、熱中症といわれる症状になりやすいかも。

過酸化物が大量に生成される。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
問題なのは

こないだからやってる福島原発3号機は「ウランとプルトニウムの混合物であるMOX燃
料を使用していたプルサーマル原子炉」だと言うこと。

こういう非常に危険なのが3号機。「敷地内の線量＝ガンマ線に異常は見られません」
なんて、ガンマ線の事しか言ってない事に騙されないように。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
まず、ここ最近の長野県。というか、軽井沢。

2日、3日http://twitter.com/ST0NES/status/628198596735668224 …
昨日と今日も。あの山脈のあたりで何日も放射線の変動が目立つということは

関東北部や西側も近県の広範囲で上空が汚染されてる可能性が高い。

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
【高級避暑地 衝撃】長野 軽井沢で毎時2.8μSv
（軽井沢町 高い放射線量を計測 2011年10月20日 NHK）より
軽井沢大賀ホール：屋根から雨水が落ちる地表付近２．８μSv/h
軽井沢幼稚園：園内の通路にある雨どいの排出口付近２．２μSv/h

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
＜魚の産地は、水揚げされた漁港のものになる＞

大間の近くを通り過ぎたときに、捕獲されたら

大間の黒マグロと呼ばれる。

２時間後に秋田沖で捕獲されれば

秋田産の黒マグロ。

１２時間後に房総沖で捕獲されれば、

房総沖の黒マグロ・・・

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/971d0a04585cc28e036f7e1a32f601f6 …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2014年4月
＜日本中が九州産だらけ＞

この前　娘が久しぶりに東京に滞在した。

周辺のスーパー３店の生鮮品（魚介類、野菜）の

「全てが九州産」のラベルが貼られていて、驚愕していた。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/971d0a04585cc28e036f7e1a32f601f6 …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2012年2月
（福島工業高専の斉藤充弘准教授）

靴に付いた放射性物質が乗用車内に蓄積し

毎時５μSvになっているなど除染の盲点に触れた。
原発事故直後いわき市が３４万人の市民を

避難させようとしたがバスが足りず断念したことも報告。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a107b40b5501aab8d2ca1f4768151082 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
まぁ、多くの人が「そうだよね」と、普通は思うけど。

福島原発の核燃料は、地中まで溶け落ちる『メルトアース』状態。東電は口が裂けて

http://twitter.com/ST0NES/status/628198596735668224
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/971d0a04585cc28e036f7e1a32f601f6
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/971d0a04585cc28e036f7e1a32f601f6
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a107b40b5501aab8d2ca1f4768151082


も言わない。元京都大学の小出さんも講演で言って、ガンダーセン博士は2011年
にCNNテレビで『非常に深刻。日本人は知らされていない』と警鐘を鳴らしてる

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
昨日あたりからのF1の地下の空炊き状態‥
http://twitter.com/ST0NES/status/628816932867670016 …
http://twitter.com/ST0NES/status/628502703413440512 …
http://twitter.com/ST0NES/status/628910025130442752 …
#汚染濃霧 でなくても、こういうときこそ風向きに注意。
http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
199.77,37.78,671 …

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 11時間11時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
震災の余震とは別に、F1周辺の地震が目立ってきたのは
かなり前からですが

http://twitter.com/search?
q=ST0NES+%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%B3&src=realtime=default&f=tweets
…
活発化、頻度が増してきたのは今年の4月からです。
http://twitter.com/ST0NES/status/583322138041454592 …
@Topiy13 ほんまですか？？？@TEPCO_Nuclear

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
さっきみたいな、あのボロボロの建屋の福島原発の沖合で（マグニチュード5.1）と
いう、規模の大きな地震が起こっても「ん？うちの県は揺れてないよ。震度３

でしょ？」なんて日本だと麻痺してしまうけど（地震の規模＝マグニチュード）は、

大きな地震。　数百基の汚染水タンクとか倒壊したら終わり。

neko-aiiさんがリツイート 
青空♪ @aozoraonpu · 8月4日 
@EUCALYPTUS_70ml @sora11063 成田空港に乗継ぎの為、6時間滞在。 長袖長ズ
ボン、眼鏡、マスク。手袋無。機内に搭乗して離陸数時間後、手が腫れた。その後 指
も腫れ、関節からは黄色(オレンジ色)の体液が出てきた。 成田空港(千葉)は汚染され過
ぎてる。

＞予想もしてなかった軽井沢、高度６００ｍ前後の汚染がひどい。

…まさにそのへんに居たよ。（〜〜；）
２０１１年の夏…。
http://85358.diarynote.jp/?day=20110806

ついで。
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8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
あれだね。もうF1は、核燃料が地下深くに潜って
どうしようもないから、マグマ大使を呼んできたほうがいいね。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%9C%B0%E4%B8%8B+%E6%9A%B4%E8%B5%B0&src=realtime=default&f=tweets
…
（こういうアホでも云ってねぇと、やってらんねぇだろ。）@Plutokun_Bot 
https://twitter.com/ST0NES/status/628922844504698880/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
地震大国の日本なのに

「どのぐらいで揺れたかの震度」で判断するのではなく、海外のように（Mw）や（地
震の規模＝マグニチュード）で判断した方が良いですよね。

マグニチュードが（1.0）大きいと約32倍
マグニチュードが（2.0）大きいと約1000倍のエネルギーの地震です。

cmk2wlさんがリツイート 
cxjr @cxjr · 23時間23時間前 
今政府は貴方たちを怒らせて誘導し仕留めに係っている。その先にあるのは罠だ。何

が罠かを見極めてそれを回避せよ。と言うフリーなり議員が一人でもいますか？
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（８月６日）　奇行が目立つ。おかしな言動も。精神が狂い出している。脳障害も起き
ているのだろう。

http://85358.diarynote.jp/201508061115285209/

【注意】札幌の西風中にプルトニウム粉塵が跳んでる。(-_-#)

2015年8月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
　

2011年３〜５月の
多摩川土手レベル。

ヤケで一曲ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=rkWDxt7AJ6s
David Garrett Viva La Vida Sandstorm He’s A Pirate LIVE Music Tour 2012
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日11:15
ロシアで何かあったね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日11:22
台風１３号が中国奥地の核実験跡地の汚染粉塵を巻き上げてるのかもしれない？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日11:37
大気中の電磁波と紫外線と、

あと何か未体験の有害波動が

強すぎる。

http://85358.diarynote.jp/201508061115285209/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508061115285209/
https://www.youtube.com/watch?v=rkWDxt7AJ6s
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日15:58
空気がおかしい。(-"-;)
目が痛い。(∋_∈)

ロシアか中国の原発か化学軍需工場で、何かヤラカシタな…
(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日16:09
フクシマ以西全土で神怒鳴り。

（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日23:58
宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽風は穏やかですが、磁場が少し強まっています。 http://swnews.jp #swnews

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日0:58
neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
　

加齢に『放射能被害』が加わることで、

症状は急速に悪化する

中高年のうつ病も多発しているようだ。

老人の奇行が目立つ。

おかしな言動も。精神が狂い出している。

脳障害も起きているのだろう。

本人も周囲も気付かない。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/311cbda90a7f746c9cfa4e2b4d954f19 …

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（８月６日）　だって遅番の上に、残業までしたし！(`ヘ´)！

http://85358.diarynote.jp/201508062150042309/

「…あした考えるわ…」ｗ
2015年8月6日 日常 コメント (1)
 

　

 
だって遅番の上に

残業までしたし！(`ヘ´)！

うちまでなんてもたない！

＼(`O´θ／キック！

☆蛇足☆

＞「あした考えるわ…」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%B1%E3%81%AB%E5%8E%BB%E3%82%8A%E3%81%AC

まだまだ余裕ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=HcgO_7DLc3Y
＞「鱈があるわ…」

相当どん底。

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
＞「鱈もレバーも無いッ！」

http://85358.diarynote.jp/201508062150042309/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201508062150042309/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%B1%E3%81%AB%E5%8E%BB%E3%82%8A%E3%81%AC
https://www.youtube.com/watch?v=HcgO_7DLc3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日23:24
すいませんすいません、

おやぢギャグが

おや自虐

なをやや地ギャグなんです…☆
 

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


（８月６日）

http://85358.diarynote.jp/201508070027599145/

災害の危険が迫っていることから、安全を確保

するよう呼びかけています。

2015年8月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまして、おばんです。

２３：２９。

札幌は２５℃。気温が下がるにつれて湿気が水滴になって雨状に墜ちて来る…ほどの「湿度１
２０％」…なれど、線量低…く…苦…

…ない…ッ！！
！（＞＜ｐ）！

もう寝ますよ〜ぅ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=DnQX2hYHPkA
He’s A Pirate | Pirates of the Caribbean | violin cover performance

http://85358.diarynote.jp/201508070027599145/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508070027599145/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150807/85358_201508070027599145_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150807/85358_201508070027599145_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150807/85358_201508070027599145_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DnQX2hYHPkA


特務機関NERV @UN_NERV · 43 分43 分前 
【胆振・日高地方 警報情報 2015年08月06日 23:28】
胆振、日高地方では、７日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください

。日高地方では、７日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［胆振中部］大雨

［胆振東部］大雨

［日高西部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報 2015年08月06日 22:57】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩北部］大雨

［石狩中部］大雨

［石狩南部］大雨

［中空知］大雨

［南空知］大雨

［後志北部］大雨

［羊蹄山麓］大雨

［後志西部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【渡島・檜山地方 警報情報 2015年08月06日 22:55】
檜山地方では、７日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。

［檜山北部］大雨

［檜山南部］大雨

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.1】青森県東方沖 深さ52.7km 2015/08/06 21:31:58
(G)http://j.mp/1W3AFSM (アニメ)http://j.mp/1KSX4id

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.6】苫小牧南方沖 深さ117.9km 2015/08/06 20:13:00
(G)http://j.mp/1T6uDwl (アニメ)http://j.mp/1DsSbKk

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 根室半島南東沖 深さ約50km M3.6 6日19時34分頃発生 
(G)http://j.mp/1DQp5me (気象庁)http://j.mp/1P81T5S

http://j.mp/1W3AFSM
http://j.mp/1KSX4id
http://j.mp/1T6uDwl
http://j.mp/1DsSbKk
http://j.mp/1DQp5me
http://j.mp/1P81T5S


特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【北海道占冠村 時間１００ミリの猛烈な雨か】（続き）
災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録天気短時間大雨情報」を発表して

安全を確保するよう呼びかけています。

（2015年8月6日 18:29 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【北海道占冠村 時間１００ミリの猛烈な雨か】
気象庁によりますと、北海道占冠村東部付近ではレーダーによる解析で午後6時までの
1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。
http://nerv.link/9GgA1Z

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.9】根室地方 深さ101.9km 2015/08/06 16:31:01
(G)http://j.mp/1gLPqK2 (Y)http://j.mp/1gLPqK4

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.0】津軽海峡 深さ125.5km 2015/08/06 13:28:58
(G)http://j.mp/1hks7qM (アニメ)http://j.mp/1P7zOvA

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.4】北海道北西沖 深さ232.2km 2015/08/06 10:11:42
(G)http://j.mp/1K4u7ds (アニメ)http://j.mp/1K4u4OQ

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 浦幌町 
【M3.1】十勝地方 深さ134.1km 2015/08/06 02:21:39
(G)http://j.mp/1Dqv1Eg (Y)http://j.mp/1gKvCXi (アニメ)http://j.mp/1T3OXOU

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M4.7】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 41.5km 2015/08/05
23:53:35 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1eT1SFP (USGS)http://j.mp/1T3r8Xw

https://www.youtube.com/watch?v=qskr83JSy_g
バンドゥーラを手にすれば　ナターシャ・グジー 

http://nerv.link/9GgA1Z
http://j.mp/1gLPqK2
http://j.mp/1gLPqK4
http://j.mp/1hks7qM
http://j.mp/1P7zOvA
http://j.mp/1K4u7ds
http://j.mp/1K4u4OQ
http://j.mp/1Dqv1Eg
http://j.mp/1gKvCXi
http://j.mp/1T3OXOU
http://j.mp/1eT1SFP
http://j.mp/1T3r8Xw
https://www.youtube.com/watch?v=qskr83JSy_g


https://www.youtube.com/watch?v=oJTfJJgGGgs
David Garrett The Beatles Let It Be 

https://www.youtube.com/watch?v=vpb-YwyUXx8
Nataliya Gudziy-Sakimorinouta ナターシャ・グジー 防人の詩
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日0:33
札幌、激しい雨が降り始めました。

頭痛がします…
 

https://www.youtube.com/watch?v=oJTfJJgGGgs
https://www.youtube.com/watch?v=vpb-YwyUXx8
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（８月７日）　バイトは遅番。４連勤の２日目。

http://85358.diarynote.jp/201508070946522074/

全滅戦争／生きてても死んでても倒れて意識が

ない／濃霧警報です。ずーーーーーと続いてい

ます。

2015年8月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（前項参照）

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 16 時間16 時間前 
"jv61m28: 道路に倒れてる人いたから通報したった。 "
#眠り病
生きてても死んでても倒れて意識がない

こんな人いたらあなたは車止められる自信はありますか？

もし、前の車がかわした後に人が転がっていたら？

https://twitter.com/jv61m28/status/627500061077843968/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201508070946522074/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508070946522074/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150807/85358_201508070946522074_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150807/85358_201508070946522074_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150807/85358_201508070946522074_3.jpg
https://twitter.com/jv61m28/status/627500061077843968/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=MXtiAwZiqLc
WILD HEAVEN：TM NETWORK 

…あら…？（－－；）いま書きかけてたやつが、一瞬で消えたわ…？？
（誤操作！）

あらためまして、０９：０６です。

バイトは遅番。４連勤の２日目。

（－－；）

昨深夜というか未明？の高線量の激しい雨音と不安感と被曝不快で眠れず、

寝不足でへろへろです…（〜〜；）…

札幌は２２℃。（＾＾；）

湿度：「みっちり満載。」

室温が２８℃もあるのは、階下の乾燥機の排熱がぜんぶ上がってきてしまうせいらしいんですが

…（〜〜＃）…
まぁ、新生児のいる家で、この気象条件ですから…しょおがないか…★
…ｗ（－－；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
Don’t Look Back Again 

これがちょっと怖いです。（＠＠；）変なとこの地震ですね…★

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.1】SOUTH OF AFRICA 9.8km 2015/08/06 22:10:27JST, 2015/08/06
13:10:27UTC
(G)http://j.mp/1KTcFLW (USGS)http://j.mp/1IKMOlt

https://www.youtube.com/watch?v=7sHyC4PnL1s
saiyuki reload wild rock 

https://www.youtube.com/watch?v=MXtiAwZiqLc
https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
http://j.mp/1KTcFLW
http://j.mp/1IKMOlt
https://www.youtube.com/watch?v=7sHyC4PnL1s


地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M3.1】浦河南方沖 深さ65.1km 2015/08/07 07:45:43
(G)http://j.mp/1DtWoNO (アニメ)http://j.mp/1DtWqFr 

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.2】根室半島沖 深さ37.4km 2015/08/07 06:27:05
(G)http://j.mp/1KU2lWM (アニメ)http://j.mp/1P9cZYo

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ56.7km 2015/08/07 04:44:06 http://j.mp/1eVIJ6a

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
濃霧警報です。

ずーーーーーと続いています。

台風が来ても、通過しても。

信号機 @kullagen · 8時間8時間前 
母数の違いもあるにせよ例えばイランやインドで何千人も熱中症になったり死んだり

してるわけで、一方ではエアコンは自動運転付けっぱなしがいいってなってる訳じ

ゃん？ 今のところは原発必要じゃないかと思うんだよね、やっぱし

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
洗脳されたら、背後の思惑をそのまま実行するので、「食べて応援」みたいな加害者

になる。エージェントスミスに乗っ取られたみたいに。

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
「マトリックスは1つのシステム。そのシステムこそが私たちの敵だ。だが内部に入
って、辺りを見回すと何が見える？見えるのはビジネスマン、教師、弁護士、大工

…我々が救おうとしているのは彼らの精神だ。しかし彼らは依然としてシステムの一
部であり、私たちの敵なのだよ…救うまでは」モーフィアス

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 16時間16時間前 
５０歳代の子が急逝し、悲しみにくれている８０歳前後の患者さんが、この１週間で

３名も。かける言葉がみつからない。たまたま家族の健康を尋ねてわかったけれど、

実際はもっといらっしゃるのではないか。

http://j.mp/1DtWoNO
http://j.mp/1DtWqFr
http://j.mp/1KU2lWM
http://j.mp/1P9cZYo
http://j.mp/1eVIJ6a


ネズミさん @Nezmi_san · 8月5日 
人口あたり核シェルター普及率

スイス　　　　100％
イスラエル　　100％
ノルウェー　　98％
アメリカ　　　82％
ロシア　　　　78％
イギリス　　　67％
シンガポール　54％
日本　　　　　0.02％
(戦争する国が、原発より、核兵器より、核シェルターをもつのは常識)

各務原 夕 怒りのデスロード @nekoguruma · 7月31日

山本太郎「原発にミサイルが！！」

QT @syatekiya072: 野党｢中国が攻めてくるなんて有るわけないだろ！いい加減に
しろ!!｣

チベット｢…｣
ウイグル｢…｣
台湾｢…｣
ベトナム｢…｣
フィリピン｢…｣
モンゴル｢…｣
インド｢…｣
ロシア｢…｣

ネズミさん @Nezmi_san · 7月31日 
全滅戦争で「同等」をねらうと、日本は対中国では失敗含めて１００発、ロシアで

はもっと要る。更に３発食らってペンペン草生えない日本に侵略して来る米英、ｺｲﾂ等

もとなれば１０００発は必要だろう。その発想で増えて行ったのが今の核兵器の保有

数で、そのメンテのため原発が稼働する。

GEPR @GEPRORG · 7月28日 
一方で中国とロシアの原子力は急成長中です　ＲＴ世界の原子力発電動向（上）－趨

勢は継続・拡大 http://agora-web.jp/archives/1649101.html … 

http://agora-web.jp/archives/1649101.html


盗めないえどきり @Edonoya_Kirika · 7月28日 
終末論大好きなロシア人はチェルノブイリ原発事故に「ヨハネの黙示録！！」と騒い

だそうな。ヨハネの黙示録によると世界を滅ぼす彗星の名は「ニガヨモギ」、キリル

語圏でニガヨモギこそが「チェルノブイリ」と呼ばれている。

https://www.youtube.com/watch?v=2zqKm_4Rjnc
幻想魔伝 最遊記　OP　FOR REAL 

早川由紀夫さんがリツイート 
ないまん @naimannnn · 3 時間3 時間前 
今朝の浅間山。久しぶりに見えたなぁ。最近は朝晩は20℃を下回る日もある嬬恋。昼
間はちゃんと暑いけど、明日はもう立秋ですからね… 
https://twitter.com/naimannnn/status/629407334838579200/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=PKy27Hv8z_o
青空のナミダ　BLOOD+　歌詞付き
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日10:37
ひどいベクレ水蒸気です。

(∋_∈)
咳が止まりません…(ToT)
 

https://www.youtube.com/watch?v=2zqKm_4Rjnc
https://twitter.com/naimannnn/status/629407334838579200/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=PKy27Hv8z_o
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（８月７日）　バイトは当直ＳＶがフィルチとリータ・スキーターという最悪コンビで
、この組み合わせ定番の、「故意に朝礼をせず書類も情報も渡さない」という嫌がらせ
をされています。

http://85358.diarynote.jp/201508071118574393/

サッポロやっぱり最高♪

2015年8月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (6)

路面が乾いたら、呼吸もらくになりました。o(^-^)o

空間線量、ピーク時

０.０８１μから現在

０.０３９μまで下降。(^_^;)

気温２８℃くらいかな？

最高！

 

http://85358.diarynote.jp/201508071118574393/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201508071118574393/


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日11:37
寝不足と吸気被曝で

頭痛がひどい。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日15:50
バイトは当直ＳＶがフィルチとリータ・スキーターという最悪コンビで、この組み合わせ定番の

、「故意に朝礼をせず書類も情報も渡さない」という嫌がらせをされています。

で、ミスが出たら私のせいにされるんだよな…ｗ

いっぺん死にやがれベクレ脳！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日22:25
ナニコノ台風１４号…
(‾○‾;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日23:58
タオルの洗濯と入浴までが限界でした。(^_^;)
ごめんむり。

寝ます。(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月8日0:35
札幌の気温、２０℃以下ですｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年8月8日8:56
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：08/07 19:28
「頭痛」という言葉は日常的な言葉だから、ツイッターで検索すれば関係ないのもたくさんひっ

かかるかなと思った

見たらかなり深刻でびっくり

googleトレンドも4月以降急角度で上昇中
かなりヤバイと思う

 



（８月８日）　バイトは中番。４連勤の３日目…。脳内部被曝してると無神経ガンコＤ
Ｖになる怒りっぽくなる事故起こす。

http://85358.diarynote.jp/201508080847063273/

最近の日本は軽井沢のあたりまでスゴイ放射能汚染です。はっき

りいってツイッターなんてやってる場合でない。

2015年8月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

８月８日の８時８分をウッカリ見逃しまして、

ＰＣ起こしたのが８時９分でした。へ（＾へ＾；）へ

https://www.youtube.com/watch?v=vyP52SotllI
南正人＆RIVER ’88いのちの祭り 

札幌は２６℃。快晴。まっすぐな乾いた陽射しに、吹き乱れる「Ｗタイフーン」な南風…
バイトは中番。４連勤の３日目…。

https://www.youtube.com/watch?v=lqEk_6jq-Zc
ROLLING DRAGON IN INOCHINOMATSURI 88 

個人的には、心身ともに壮健です。

地震、今まで起こらなかった、（絶対安全圏？かと思っていた）、ブラジル沖とか、アフリカ中

央部（大地溝帯！）とか、どかんどかん揺れ始めていますね…
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=n1feX4bVqLc
OKI special BAND with 祝福屋　2013.9.1 ちいさないのちの祭り 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 43 分43 分前 
はっきりいって

ツイッターなんてやってる場合でない。

https://www.youtube.com/watch?v=NpZSrYyjDVc
OKI DUB AINU BAND - 2014.7.19 大MAGROCK vol.7 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1時間1時間前 
最近の日本は軽井沢のあたりまでスゴイ放射能汚染です。

http://twitter.com/ST0NES/status/628928818103742464 …
@yokoono Do you know where your hometown is?
https://twitter.com/ST0NES/status/627793554924908544/photo/1

kenji @buick54aki · 2時間2時間前 
急病人

脳内部被曝してると

被曝に対して

無頓着

無神経になる

ガンコになる

DVになる
事故起こす

怒りっぽくなる

殺人を犯す

やがて内部被曝死する
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kenji @buick54aki · 2時間2時間前 
保安院の信じられない言葉 日本が終わるということは国民に説明する必要ない
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0b459fce3006f59b12ea0368bfc27095 …
https://twitter.com/buick54aki/status/629765534737788928/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
なにを云っても糠に釘なのが今の東京土民かもしれないが‥

http://twitter.com/SyntaxUGS/status/629728015509909504 …
首都圏というより、日本全体が、#エゴのアトミックアニマル。
今のままなら、世界中が

https://twitter.com/SyntaxUGS/status/629639130067042305/photo/1
この範囲の隔離、封鎖を望む日も遠くないとおもう。

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
共用プールと 3号機から立ち上る状態は、いまも変わってない。
【必見】画像処理したふくいちライブカメラ。

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

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 4時間4時間前 
@ST0NES @2014yaaa 東京23区あたりまではフクシマとあまり汚染度が変わらない
っていう話もあるよね。

放射能汚染というのは前世紀の遺物。

２１世紀になってもまだそんな時代遅れの遺物によって、東京みたいな世界で最も汚

い汚染地帯が発生したっていうのが信じられないね。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
.@SyntaxUGS @2014yaaa さらに、この範囲で
東電の原発事故だけでなく、311当時の女川原発の事故と
千葉の三菱関係の劣化ウラン倉庫が爆発した汚染が酷いです

。http://twitter.com/ST0NES/status/579527995884326913 …
首都圏へ集中‥

https://twitter.com/ST0NES/status/628864584057622528/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
2011年から5年も経ってしまったからね。
http://twitter.com/ST0NES/status/629710028790894592 …
http://twitter.com/ST0NES/status/629705728438071296 …
電車やバス、ヒトの靴底や紙幣の流通でも

どんどん回ってる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
当時の日本の番組

「チェルノブイリ原発事故・終わりなき人体汚染。　異常な脱力感と疲労感。記憶力

の低下。普段、買い物もできない。耳鳴り。悪性の白血病。」

動画（http://bit.ly/1hnsFw2 ）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今日、小笠原諸島：硫黄島が噴火

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629656593068482560/photo/1
日本の戦争の歴史上、どんな島なのかは、渡辺 謙さんの映画にもなっているけど、改
めて読み返してみた。（http://bit.ly/1EdymkX ）　このタイミングの噴火もシンクロニ
シティを感じる。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 10時間10時間前 
日本製品の規制が国によってまちまちだからね。

放射能測定できない国も多いし、色んな国のことを考えると、中国みたいに静岡・長

野より東は全部輸入禁止という方がわかりやすい。

事故後1000年くらいは、そう足並みをそろえる方が現実的だろうね 
https://twitter.com/SyntaxUGS/status/629639130067042305/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
.@pecko178 福島第一とか東電とかマグナBSPとかをキーワードにしなくても
なぜか？「#イスラエル、#イギリス、#原子力」だけで検索すると
http://www.google.co.jp/search?
q=%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB+%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9+%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B&hl=en&gbv=0
…
今ならモレナク！3.11、2011年の日本の原発事故の真相が視えてくる情報が満載！

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
これがよくわかる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629651104414826496/photo/1
8月3日：福島原発3号機の使用済燃料プールからのFHM・燃料交換機の撤去時の空撮
。福島原発の「湾」に沿って、不自然な「モコモコ」が、ばっちり映ってる。画面の
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左は快晴。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
日本の海水温が高い状態

太平洋側と日本海も高い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629644990830915584/photo/1
茨城の海岸でサメが多量発生→

（http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2557777.html …）し、大変な事になって
るのも「海水温が高い事が原因」だと言う。そして福島原発の沖もピンポイントで高

い状態

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：08/06 21:10
海水温…平年と今年の温度差…ふくいち周辺がピンポイントで高くなっててワロタ
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/629646315123687424/photo/1
名無し：08/07 11:09
福一から比較的高温の海水が沖へと流れてるのが分かる

色が分かりづらいが福一周辺だけ27度だ 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 10 時間10 時間前 
名無し：08/07 21:35
白血病と診断された患者の約60%以上が急性白血病で、統計をとりはじめた1978年
以来、このような比率は例が無いという。また、患者の約80%が東北・関東地方で、
福島県が最も多く…
#参考 http://ameblo.jp/kumazake2010/entry-11087595540.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
硫黄島の噴火：気象庁の速報情報

「8月6日10時36分から約3分10秒の振幅の小さな火山性微動を観測。8月7日2時43分頃
から島北部の海岸付近で断続的に小規模な噴火が発生。この付近で噴火が発生した

のは、1980年3月13日以来」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
8月7日
小笠原諸島：硫黄島が噴火。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629618063130791936/photo/1
報道（18時：速報・http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150807-
00000034-ann-soci …）

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 13時間13時間前 
火口の中に湯だまりがあることは、むしろ安心情報だ。これから火山の熱が増して、

もし湯だまりが干上がったら本気で心配しましょう。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 13時間13時間前 
大涌谷のいま番外編　2015年8月7日 https://youtu.be/JmOojdrTjSw 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
硫黄島で小規模噴火　船舶に警戒呼び掛け - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/150807/afr1508070026-n1.html …
「噴火は午前２時４３分ごろ、島北部の海岸付近で起きた。現地の海上自衛隊から情

報があり、マグマや熱水の移動を示すとされる火山性微動や、約１００メートルの噴

煙を確認した。」

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
気象庁から噴火速報ないのにテレビ朝日がニュース速報とは、これいかに。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 14時間14時間前 
被曝猫さんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
そんな東海村では今

東海村臨界事故のブツ（ウラン付き）を

平成27年1月19日から8年間かけて焼却中です。

AKIRAさんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 15 時間15 時間前 
ここ１週間、じんましんと目やにがひどい。やはり空気が悪いのだろう。高知でも最

近は急病や訃報、夏風邪や熱中症の話をよく耳にする。福一では放射性水蒸気が継続

して噴出中。それが全国を覆っているとしたら非常にマズい。これから人類未体験ゾ

ーンに突入という事になるのか。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
あ、御嶽山の場合は火砕流の大部分が地獄谷に閉じ込められたから熱量が狭い範囲に

固まって噴煙柱が8キロも上昇したのかな。だから、小石が高空に持ち上げられて、山
頂にいた登山者の上に猛スピードで落ちた。
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8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：08/07 07:11
この夏のベトベトな高温多湿が、これまでのとは全く違う、と感じない人は、 鈍感を
越えています。海岸や陸地の平野部に、霧やモヤが、立ち込めています。

http://www.47news.jp/movie/general_national/post_12531/ …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：08/07 07:34
tsuharayasumi
獣医によれば、このところ犬猫の悪性リンパ腫の急増ぶりが異常だという。なにもか

もフクイチの事故と結び付けてしまう言説は危険だが、タイミングが合いすぎている

。彼らの「身長」は頭の高さであって、人間の何十倍もの地面の「物質」

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 20時間20時間前 
登山者に避難指示を出したのは、4月13日の蔵王山が最初。そのあと5月6日の箱根山が
追随した。避難ではなく下山と言え。避難は住居からの離脱を言う。火山警戒システ

ムが乱れている。災害対策基本法に戻れ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 21時間21時間前 
え、なにこれ。地震計がうまく測れてなかったことに気づくのになんで5日もかかっ
たの。気象庁の口永良部島。 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
マーヨ @maayo2010 · 22時間22時間前 
@k2cyan そうなんですね。避難されてるのでしょうか？心配です。
核戦争の真っただ中のような日本、4基爆発したら、日本全部おしまいってずっと前に
、小出教授が言ってましたが、もう言わなくなったので、ますます怖いです。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 23時間23時間前 
福島県に大規模トマト工場　カゴメが全量買取 http://goo.gl/gFKQeZ 
年中栽培・出荷。年間６６０トン。増設も検討。電通も出資。

原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金。工場の社長は元東電執行役員

https://twitter.com/nanachin1990/status/397142418719387648/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 8月6日 
@doederleini @kenshimada 汚染地域産は西に行くほど多くなる。沖縄にはまず最初に
出荷される。警戒心が薄いから。泣き寝入りさせやすいから。311以前には、東北産な
どみかけたかった。福島を崩壊させないため。

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life) 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍 @matayoshitatsu · 4月25日 
RT"@ST0NES これが首都圏。ここで確認できます。http://hakatte.jp/geigermap/ 日本
共産党の志位和夫さんにもお伝えください@shiikazuo。都内でデモや集会やってる場
合でない。@imaoyasunori "
https://twitter.com/ST0NES/status/591431624660799488/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 3月4日 
2012-04-24
とある大手石油会社の社長のお話、

自社のガソリン調べたら

放射性物質が混入してたんだって。

でも食べ物とかと違って規制がないので

車が走れば大気にまき散らされる。。。

ウラン、セシウム、ストロンチウム・・・

ということです。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 9月25日 
ばんそこさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
2013年5月23日11時55分、#茨城県 東海村 #原子力機構 J-PARC
http://twitter.com/ST0NES/status/339755927769059329 …
中性子バースト！http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1837.html …
http://twitter.com/ST0NES/status/359914512410882048 …
re.放射能汚染は東電の原発事故だけではない。
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8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 9月25日 
ばんそこさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
311当日、千葉県市原市
#JNC石油㈱（旧チッソ石油化学㈱五井製造所）から劣化ウランが蔓延‥
http://twitter.com/ST0NES/status/502502807409139712 …
http://twitter.com/ST0NES/status/504954833653100544 …
re.放射能汚染は東電の原発事故だけではない。

https://www.youtube.com/watch?v=WSQDqNAibI4
2012 グスージサビラ　〜いのちのまつり〜　ベトナムバージョン 

https://www.youtube.com/watch?v=HRkh9NeKX4I
いのちのまつり　「ヌチヌグスージ」

 

http://twitter.com/ST0NES/status/502502807409139712
http://twitter.com/ST0NES/status/504954833653100544
https://www.youtube.com/watch?v=WSQDqNAibI4
https://www.youtube.com/watch?v=HRkh9NeKX4I


（８月９日）　バイトは中番。４連勤の最終日。

http://85358.diarynote.jp/201508090849268253/

人間は徐々に改造されていく／これまでどうや

って騙されてきたか、本当に気づかなければ。

2015年8月9日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

（前項参照）

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

おはようございます。

札幌は２３℃。

毒物満載の南南東の凶風。

（－－；）

バイトは中番。４連勤の最終日。

出勤前に洗髪しないとね…

https://www.youtube.com/watch?v=4aCtxyY37_Q

http://85358.diarynote.jp/201508090849268253/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201508090849268253/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150809/85358_201508090849268253_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150809/85358_201508090849268253_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150809/85358_201508090849268253_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fFj_jdBgJWo
https://www.youtube.com/watch?v=4aCtxyY37_Q


TM NETWORK - 金曜日のライオン(Take it to the lucky) 

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 12 分12 分前 
動き出したら止められない 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450684947255160832/photo/1

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 1時間1時間前 
こういうこと。

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450281243888742401/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 2 時間2 時間前 
海水浴場が霧で視界が悪い。 あり得ないだろ。福島県の浜通りで・
・http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html … 消されてるが・
・http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2015/08/post-a300.html … 
https://twitter.com/onodekita/status/630135382747709441/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
気象庁が発表した火山情報なら信頼できるとまだ思っているので

すか？@Neko_Sencho「今日の阿蘇噴火情報も、気象庁よりツイッターが早くて詳
しかった。」 http://togetter.com/li/858005#c2081543 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
松本市では松本駅を管理する市が「平和のための信州・戦争展中信地区実行委員会

」（大串潤児委員長）で、戦争反対を訴えるパネル展示を「政治性が濃い」などと指

摘して撤去させました。

通路の使用許可も取り消し

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7503.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
【滋賀報告】武藤議員の地元で落選運動　「戦場にはあなたが行け」

http://tanakaryusaku.jp/2015/08/00011711 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
記録的な猛暑日でも電力が余っている事が判明！太陽光発電の普及等で原発ゼロ問題

なし！最大使用量はほぼ９０％以下に

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7507.html …

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450684947255160832/photo/1
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450281243888742401/photo/1
http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html
http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2015/08/post-a300.html
https://twitter.com/onodekita/status/630135382747709441/photo/1
http://togetter.com/li/858005#c2081543
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7503.html
http://tanakaryusaku.jp/2015/08/00011711
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7507.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
東電、原発停止と値上げで過去最高益、原油安などで燃料費減(日経QUICK)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5356.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
原子力協会（ＷＮＡ）」によると、４年間、運転を停止していた原発を再稼働した過

去例、全世界に１４機（ケース）——その全機で「緊急停止」や「技術的な故障」を

起きる

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-26d1.html#more …

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT300UP】 クモを骨の髄までしゃぶりつくす寄生バチ、殺す直前に自分専用の強固
な網まで作らせていた（神戸大学研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198093.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/630064700059811840/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 7時間7時間前 
"@cmk2wl この動画は消される前によく見ておいてください。
3号機の上がどうなっているか。
共用プールのあたりがどうなっているか。

記憶にとどめてください。"
http://www.youtube.com/watch?v=aDfsMPlUuts …
5年が経過しても今も、この状態？
いや、さらに悪化してるわけですね。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 7時間7時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
今さらながら、おそろしい。

F1地下で暴走する核燃料によって
#トリチウム水蒸気 の放出が8重奏‥
http://twitter.com/ST0NES/status/630047975109033984 …
たしかに。狭い画面の左右から何回も出てた。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+tepco+youtube.com&src=realtime=default&f=tweets …
まてまて。そんな地獄が地球上の小さな日本で？

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5356.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-26d1.html#more
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198093.html
https://twitter.com/karapaia/status/630064700059811840/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=aDfsMPlUuts
http://twitter.com/ST0NES/status/630047975109033984
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+tepco+youtube.com&src=realtime=default&f=tweets


8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 7時間7時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
F1:5号機、6号機もメルトダウンか‥ありえる。
http://twitter.com/ST0NES/status/591394550033158144 …
するってぇと？

原子炉からメルトスルーしたり

破損デブリとしてブルドーザーで埋められたりして

地下で暴走する核燃料は？ぜんぶでオクテット？

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 7時間7時間前 
弦楽8重奏 〜 String Octet
http://www.youtube.com/watch?v=p0rWLEgjbY0 …

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 7時間7時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
あらゆるデータを残しておく。#東電の原発事故
http://twitter.com/ST0NES/status/628082830367551488 …
http://twitter.com/ST0NES/status/630042199896424453 …
そしてこの画像を見て驚いたのは

http://twitter.com/ST0NES/status/629962490395267072 …
F1現場の敷地内で想った以上に #汚染蒸気 が出てる範囲が広い。

https://www.youtube.com/watch?v=sIrkA28mmPQ
TM NETWORK BEST No.1 

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 
人間は少しづつ変えられる。教師があなたに直立不動の「気を付け」「前へならえ」

を言って徐々に従わせたように。

帰国子女にはそういった調教的な技が通用しないから、普通の学校では問題になるケ

ースが多い。

人間は徐々に改造されていく。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
3号機の燃料プールに燃料が「ある」、あるいは「あるかのような」表現をするアカウ
ントは疑ってかかるべき。

http://twitter.com/ST0NES/status/591394550033158144
http://www.youtube.com/watch?v=p0rWLEgjbY0
http://twitter.com/ST0NES/status/628082830367551488
http://twitter.com/ST0NES/status/630042199896424453
http://twitter.com/ST0NES/status/629962490395267072
https://www.youtube.com/watch?v=sIrkA28mmPQ


少しの齟齬でも絶対に見逃してはいけない。

これまでどうやって騙されてきたか、本当に気づかなければ。

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月9日10:22
乾いた西風か入って気温も湿度も線量も下がりました。

o(^-^)o
サッポロ最高！

 

https://www.youtube.com/watch?v=DLZlDfjcr7Q
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（８月９日）　明日は休み、ジュンク堂とブクオフ冷やかしてダイソーと東光ストア、
半田屋で黒ごじらカレー。

http://85358.diarynote.jp/201508092028281436/

サッポロ最高すぎてすいませんｗ(‾ー+‾)ニヤ
リ

2015年8月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
大通公園０.０３４μ。(^O^)
気温２４.５℃。o(^-^)o
乾いて無風。(^o^)／
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月9日22:14
明日は休みなので、

バイト先から徒歩５分しない？

ジュンク堂書店と

ブックオフを冷やかして、

５階建ての豪華ダイソーと

東光ストアで買い物して、

半田屋でシツコク漆黒の(^O^)
黒ごじらカレーかっ喰らって、

(^。^;)

…自転車で豊平河畔を

http://85358.diarynote.jp/201508092028281436/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201508092028281436/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150809/85358_201508092028281436_1.jpg
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ナイト通リングして、

家賃４万２千円の１ＬＤＫの

我が部屋へ、

帰りますよ〜…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月10日9:35
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Voltaireの批判精神 @idee_kenkyu · 4時間4時間前 
自転車で走っています。今朝は雨が降っています。東京は現在、放射能が0.44μSv/h です！
（←Shinjuku-ku , Tokyo 5:45am ）
 

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


（８月13日）　ほぼ２２時に帰宅して１５分仮眠して洗濯と入浴と簡単食事までしま
した…

http://85358.diarynote.jp/201508130120041829/

鹿児島産は不買と決めました／皮膚に黒いシミが増える／８月１

４日の新月は大潮／早くそこから出なさい／どっちにしたって人

生最後の戦いなんだ。

2015年8月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

なにかが、起こってますね…

@cmk2wlは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@cmk2wlさんのツイートやアカウントを見ることが出来
ます。[フォロー] ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=V_7BhkGcCis
Bond - Viva 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201508130120041829/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
ツイッターのユーザー画面トップに

「とうでんのゲンパツ事故から できるだけ遠くへ逃げてください！」
http://twitter.com/ST0NES/status/630715818637037569 …
とか案内してても、逃げる場所が国内には なくなってきたよね。
http://twitter.com/ST0NES/status/631442776480092160 …
@Plutokun_Bot

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8 @million_Gods · 4時間4時間前 
汚染地で食材に気をつける行為は、喫煙室で禁煙する行為と同じです。早くそこから

出なさい。

あらためまして、こんばんわ。

０：０３になっちゃいました。

ほぼ２２時に帰宅して１５分仮眠して洗濯と入浴と簡単食事までしました…

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

生きろ。なんど死んでも。

生きろ。いのちは、とても…

…おもしろいから…

https://www.youtube.com/watch?v=jlshUinrKvY
【洋楽劇場】viva la vida / Coldplay 日本語　歌詞　字幕 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Isibasi @Cisibasi · 1時間1時間前 
Isibasiさんがリツイートしました 放射線量警ら隊
日本政府、殺人集団だね、テロ指定すべき。 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 2時間2時間前 

http://twitter.com/ST0NES/status/630715818637037569
http://twitter.com/ST0NES/status/631442776480092160
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
https://www.youtube.com/watch?v=jlshUinrKvY


川内が夕べ煙突から放出したやつが来てたのだ！ 
https://twitter.com/HGe2/status/631452784148090880/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
"@cosmiclequios ラジオで経済が発展するから再稼働歓迎とか
商店街の声を聞いたぞ。

鹿児島産のは不買と決めたので 勝手にやってくれ。"
NHKラジオでも言ってましたね。
原発うごかないと仕事なくなるヒトがいるとか‥

どんな仕事？

放射能汚染で病気を増やす殺人業？

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 4時間4時間前 
福島じゃ都合悪くなると必ず故障したのだ！RT @TOHRU_HIRANO: 昨日11日、九州
：大分の線量異常値。11日の午前中にスパイクが出て、その後、線量が不安定な状態
で再び上昇傾向、15時以降は、欠測状態。（機器確認中のまま）. 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/631280262584774656/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 9 時間9 時間前 
事故時に少年だった人も、20Sv/y環境に住んでいれば40歳まで生きるのは無理だろう
どんなに健全に見えても、細胞テロメアが、どんどん短くなってしまうから

だから、安倍自民党政権のやってることは１００％殺人でありジェノサイド殺戮なの

だ

それは１００％憲法違反、後生に残る残酷事件

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
DNAが健全なうちは人間は130歳まで生きられるように設計されてる
ところが放射線による攻撃を受けてDNAが傷つくと分裂回数が減ってしまい寿命は大
幅に短くなる

福島で20mSv/yの環境に置かれた人は寿命が無被曝の人の数分の一以下になる
おそらく事故後出生た人は20歳までに死ぬ

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
人間細胞の物理的限界は130年程度といわれる
細胞の寿命が来るとDNAが元の細胞と同じものに取り替えるが、この回数がほぼ定ま
っているからで、分裂を重ねた細胞はテロメアという修復機構が短くなってゆき、最

https://twitter.com/HGe2/status/631452784148090880/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/631280262584774656/photo/1


後には分裂しなくなり細胞はユニットごと死滅する

皮膚に黒いシミが増えるのがそれ

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【上川地方 土砂災害警戒情報 2015年08月12日 15:44】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼旭川市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 10時間10時間前 
〔熱中症〕救急搬送者数1万人超え続く 前年の2倍以上(8/3〜8/9)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150812-00000004-rescuenow-soci …
各分類別データは↓

http://www.rescuenow.net/?p=2029 

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
その朝まで元気に挨拶をし、食事もして学校に出かけてゆく子供が、家を出てすぐ倒

れ二度と起き上がらないのです

その晩まで、普通に食事し、寝付いたお父さんが、朝、いつまでも起きてこない

永久に起きてこない

これが放射能被曝障害なんです

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：07/29 21:47
福一の写真ををみれば、燃料プールの位置に何も無いことも、作業員がいないことも

わかる

王様を見て子供は「裸だ」と言った。大人にしか見えない燃料プールがあるのだろう

？

指差しした作業員の姿を最後に、ライカメはバンク（＝動画のストック）の再生を繰

り返す

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【静岡県 潮位情報 2015年08月12日 14:01】
８月１４日の新月の前後は大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くな

ります。静岡県では、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ぴくるす @hanakonene · 13時間13時間前 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150812-00000004-rescuenow-soci
http://www.rescuenow.net/?p=2029


11:50ハンビッから、北部九州あたり、風が直撃してる。

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
大分県　これはマズいのではないか？

http://netc.com/ 
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
伊方原発が怪しいぞ！ 
https://twitter.com/tokaiamada/status/631267883532746753/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
のりたまご @noritamago2010 · 17時間17時間前 
昨日から、大分県佐賀関の線量が高い。

原子力規制委のモニタリングポストは「調整中」の表示。

そして今朝、何故か長崎の西側が高い。

(画面はホワイトフードさんのサイトから) 

デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 21 時間21 時間前 
＜11(火)17時〜13(木)22時＞ 12(水)は福１からの放射性物質は太平洋上に拡散する見
込み。13(木)は東北、北陸に拡散する見込み #Micromedia311

https://www.youtube.com/watch?v=tdheB9FZ2eQ
Coldplay - Viva La Vida A Capella Multitrack Cover. 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1時間1時間前 
（何年も前のツイートのほうが今のタイムラインより勢いあるな。

みんなつかれてる‥というか、被曝させられ、情報に振りまわされ

本当なら疲れなくてもいいのに疲れさせられてる。

最近すこし進歩したのが放射能に敏感なひとが生き残って

敏感じゃなくてもヤバイ！というひと増えてきた。よね？）

https://www.youtube.com/watch?v=i68CThFxul8
Coldplay - Viva La Vida / Charlie Brown (Fuji Rock Festival ’11) 

http://netc.com/
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://twitter.com/tokaiamada/status/631267883532746753/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=tdheB9FZ2eQ
https://www.youtube.com/watch?v=i68CThFxul8


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年8月1日 
大騒ぎしよう。福島の人達のこと。汚染食品。汚染肥料。汚染魚粉。原発そのものも

。そうしなければ未来はない。どっちにしたって人生最後の戦いなんだ。恐れるな。

https://www.youtube.com/watch?v=8h7bnmRBdCM
Coldplay - Viva La Vida
(BEST PIANO ARRANGEMENT AND INTRO w/ SHEET MUSIC in description) 

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT5700UP】 カラパイアの歩き方 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51249039.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/631399751817105408/photo/1 

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
私たちの惑星、地球は「第六の大絶滅期」に入りつつあるということが公に認められ

ました

最も保守的な予想でさえ現在の種の絶滅の早さはこれまでの大量絶滅よりもはるかに

上回るもので人類の責任であると共にリスクでもあることを明らかにしています

http://www.commondreams.org/news/2015/06/22/brink-sixth-great-extinction-humanity-
must-conserve-or-die …

https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
Beijing POWER OF LOVE 

amaちゃんだ @tokaiamada · 20時間20時間前 
「池田大作先生の理念を我が人生の根幹に据え」安保法案に反対します　創価大関係

者から公然と批判

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150811-00000004-withnews-pol …
公明党オワタ

amaちゃんだ @tokaiamada · 8月11日 
日本の太陽光発電、2020年までに原発66基分

https://www.youtube.com/watch?v=8h7bnmRBdCM
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51249039.html
https://twitter.com/karapaia/status/631399751817105408/photo/1
http://www.commondreams.org/news/2015/06/22/brink-sixth-great-extinction-humanity-must-conserve-or-die
https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150811-00000004-withnews-pol


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14144426844 …
太陽光は、すでに原発40基分が稼働している
それを必死になって妨害し、原発再稼働のため太陽光買取を拒否してるのが九電はじ

め電力各社

https://www.youtube.com/watch?v=07I0zVOSdA8
bond vs 12 girl band 
シャンカールばりだなｗ

https://www.youtube.com/watch?v=T4a0o8Nn59w
Bond Durango

人生は、生きるに価する。

https://www.youtube.com/watch?v=4ykjFhu48f8
London 2012 Coldplay Ft Rihanna Viva la Vida Paralympic Games Closing Ceremony 

たとえ自分自身が、自分を殺してしまいたい時にでも。…だ。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日1:42
とりあえず、寝ます。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月14日1:48

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14144426844
https://www.youtube.com/watch?v=07I0zVOSdA8
https://www.youtube.com/watch?v=T4a0o8Nn59w
https://www.youtube.com/watch?v=4ykjFhu48f8
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 14時間14時間前 
　

上海の弟に、天津の事故のこときいたら「こんなん、しょっちゅうだよ、報道の100倍は死んで
るな」と。うむー。

 
 



（８月13日）　バイトは中番。３連勤の最終日。

http://85358.diarynote.jp/201508130807214125/

【@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。】

／黒い海霧なんてあるわけねぇだろ。

2015年8月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@TOHRU_HIRANOさんのツイートやアカウントを見る
ことが出来ます。[フォロー] ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りましょう
。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
被曝症状最前線　10　寿司で胃腸炎　汚染食材を食べ続け大腸に穴
http://inventsolitude.sblo.jp/article/147783862.html …

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
えりりん@eririn_527 · 5時間5時間前 
@TEPCO_Nuclear @ST0NES 
このツイ上に上げます♪

さて、何をやらかしてくれるのでしょう？

http://85358.diarynote.jp/201508130807214125/
http://85358.diarynote.jp/201508130807214125/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150813/85358_201508130807214125_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150813/85358_201508130807214125_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150813/85358_201508130807214125_3.jpg
http://inventsolitude.sblo.jp/article/147783862.html


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
東京電力　（原子力） @TEPCO_Nuclear · 8月1日 
■お知らせ■８月14日午前10時04分、福島第一原子力発電所における地下水バイパス
一時貯留タンク（Ｇｒ３）に貯留してある水の海洋への排水を開始いたしました。同

日午前10時08分に漏えい等の異常がないことを確認しております。
http://twme.jp/tenu/00VJ

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 15時間15時間前 
@tokaiamada 子供達には東京の住んでいたら、後10年は生きられないかもしれないが
それで本当によいのかと、たびたび聞いています。

実際にまわりに被害が出てからじゃないと気がつかないのかもしれませんが、それで

は遅いです。政府が故意に被ばくさせている事実を知って欲しいです。

@cmk2wlは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@cmk2wlさんのツイートやアカウントを見ることが出来
ます。[フォロー] ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=eOgCjTXVnWk
In A Big Country 

おはようございます。０７：２１。

札幌は２１℃。無風。高湿度。

分厚い雲越しの超〜強烈な紫外線。

前項参照。

　ＳＴＡＹ　ＡＬＩＶＥ ！！

　ＤＯ　ＹＯＵＲ　ＢＥＳＴ ！！

バイトは中番。３連勤の最終日。

時間がないですね…（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=o-VXlSvJvqQ
Headhunterz & Crystal Lake - Live Your Life (Original Mix) 

http://twme.jp/tenu/00VJ
https://www.youtube.com/watch?v=eOgCjTXVnWk
https://www.youtube.com/watch?v=o-VXlSvJvqQ


ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 48分48分前 
「お花畑」の言葉遊びはどうでもいい。 
ひとたび原発が吹っ飛べば、近隣数百キロの住民は迅速避難などできずに大量被曝

する。

フクイチがそうだった。

原発を廃炉にしないことは、住民を見捨てること。

この事実こそが重い。 http://j.mp/1L6BzdT

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
【M3.8】下北半島付近 深さ115.1km 2015/08/13 06:07:42
(G)http://j.mp/1TuSI0f (Y)http://j.mp/1NaUROE (アニメ)http://j.mp/1IZVdl9

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 2時間2時間前 
@tokaiamada 中国の天津にある「危険物を保管する倉庫」が集まる地域で大規模な爆
発　http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33896292 …
　https://youtu.be/SZDStWwx-jk 　キノコ雲が上がったようにも見える
　https://youtu.be/Zp5v6Pklen0

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
TOYOTA86 @toyota86city · 2時間2時間前 
鹿児島　8月12日の線量値について
　このスパイクは、再稼働して臨界に達した時点から、漏れ出ているて事ですかね？

　ですよね？！

　賛成した交付金が貰える原発周辺住民の方々は、はした金の為なら被曝しても良い

ってことなのかな？俺は嫌だが 
https://twitter.com/toyota86city/status/631556871044755457/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
落雷で　1か月も故障する　最新鋭の『再処理工場』、　コアキャッチャーも、免震棟
もなく、フィルター付きベントもない…
http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-1502.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
中国の天津で大規模爆発！負傷者多数！周囲に猛烈な爆音が鳴り響く！空襲みたいな

光景に・・・

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7568.html …

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 

http://j.mp/1L6BzdT
http://j.mp/1TuSI0f
http://j.mp/1NaUROE
http://j.mp/1IZVdl9
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33896292
https://youtu.be/SZDStWwx-jk
https://youtu.be/Zp5v6Pklen0
https://twitter.com/toyota86city/status/631556871044755457/photo/1
http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-1502.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7568.html


8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4時間4時間前 
@ST0NES これまでで一番激しい。緑のガスが色もハッキリ。画面が揺れる揺れる。
爆発の規模が大きくなってないか？ 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 4時間4時間前 
政府が悪化を放置する #東電の原発事故@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/627954831844454401 …
http://twitter.com/ST0NES/status/631499239495872513 …
http://twitter.com/ST0NES/status/631504976569761794 …
#2015年8月14日、前日 

ｄｅｓｕｐｅｒａｄｏ @desupehannari · 4時間4時間前 
コロラド。デンバーなんかで分かるが、軍需産業が放射性汚染水を地下に圧縮させて

地震を引き起こしてた場所。人工地震を調べてた人なら、必ず目にしたヤツだよ。Ｃ

Ｈ２Ｍヒル。フクイチの除染事業、廃炉に向けて環境省と手を結んだのがＣＨ２Ｍ

ヒル。http://desuperado.seesaa.net/article/386041387.html …

kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
今後 地下で生活しないと
中性子線でアウト

https://twitter.com/buick54aki/status/631541420789075968/photo/1

kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
フクイチの地下から危険な中性子放射性・殺人水蒸気！米国の独立紙、東京圏３８０

０万人が最終的に避難か

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/d5bdab087a27720f927d9716ea7e503c?fm=rss …
https://twitter.com/buick54aki/status/631540878260072449/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 5時間5時間前 
蓋が壊れた原子炉４機から、常時、放射性物質が地中や大気や海水に放出されている

原発事故について４年半経っても話題にするのを憚られる国民ってなんだ？

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
黒い #汚染蒸気 というより@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=PlCttZm3jlg&t=1m01s …
深緑（#ふかみどり）。毒ガスっぽい。
http://twitter.com/ST0NES/status/631084354853208064 …
これがナンチャッテ台風で全国へ蔓延してるのか‥ 

http://twitter.com/ST0NES/status/627954831844454401
http://twitter.com/ST0NES/status/631499239495872513
http://twitter.com/ST0NES/status/631504976569761794
http://desuperado.seesaa.net/article/386041387.html
https://twitter.com/buick54aki/status/631541420789075968/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/d5bdab087a27720f927d9716ea7e503c?fm=rss
https://twitter.com/buick54aki/status/631540878260072449/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=PlCttZm3jlg&t=1m01s
http://twitter.com/ST0NES/status/631084354853208064


8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
2015年8月12日17時すぎ@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=PlCttZm3jlg&t=1m01s …
そうとう大規模に地下で爆発してる。黒い海霧なんてあるわけねぇだろ。

この地震のあとだ。

http://twitter.com/YuretaKamo/status/631358170812694528 …
その前兆か？#福島第一原発で爆発の危険性

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 6時間6時間前 
2011/03/21関東地方で放射線量が急上昇3/12〜3/15の１号・３号・４号爆発時に匹敵
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4d93cb4bef3bacc7174d372f9bbf53e6 … … フォールアウ
トは想像を絶するものだった。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Anon Vincit Omnies @blazeart_ · 6時間6時間前 
Wtf is this? 
https://twitter.com/blazeart_/status/631508342305910784/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
11日18時半〜翌日あさ10時半までの間に
何があったのか？

3:55pm 12 Aug 2015；@TEPCO_Nuclear午前10時17分頃、福島第一原子力発電所で
運転中の汚染水処理設備高圧ポンプの吐出側配管より霧状に出ている水？

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 7時間7時間前 
また例の投稿者さんが更新とめてたね。

2015年8月11日の18時以降は、
F1ライブカメラの録画が公表されてない。
http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid …
また何かあったんだな。#東電の原発事故@TEPCO_Nuclear現場
それが近いのか？#福島第一原発で爆発の危険性

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8 @million_Gods · 8時間8時間前 
汝の安全バイアスが汝の子を蝕んでいるのです。　#移住

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート

http://www.youtube.com/watch?v=PlCttZm3jlg&t=1m01s
http://twitter.com/YuretaKamo/status/631358170812694528
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4d93cb4bef3bacc7174d372f9bbf53e6
https://twitter.com/blazeart_/status/631508342305910784/photo/1
http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid


ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 16時間16時間前 
[12日15時54分頃] 福島県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1N2ibiK (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/631358170812694528/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
お盆は休めナマズん♥JC2 @NAMAZUr · 8月11日 
これが足尾銅山の簀子橋堆積場な。決壊したら利根川に流れ込んで関東が大変な事に

なる。て言うか、東北大震災の時に既にちょこっと決壊して漏れた(・_・) 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
glousser (はな。いわき→奈良) @kusukusu0525 · 8月11日 
原発なんかね、事故が起こらなくても危ないよ。だって、フクイチの事故が起こる前

から昆虫には異変があったもん。

今からでも再稼働は辞めるべきだよ。知らないって恐ろしい事だよ。頭の無い蝉とか

生まれてたんだからね。原発事故が起きて、原発の怖さを知って、あの虫たちの意味

がわかったんだから。

AKIRAさんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 8月9日 
東京住みブログの4歳半の子供たち数日前からパタパタと倒れている。札幌に関しては
発達の遅れや血液の異常と発熱を繰り返し原因不明の咳など。複数名。北海道は寿司

を日常的に食べるのでそれでしょう。内部被曝。

https://www.youtube.com/watch?v=z3IQm0cUIno
Headhunterz & Crystal Lake - Live Your Life (Original Mix) 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 44分44分前 
ツイッターの裏側

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?
uri=http%3A%2F%2Ftwitter.com&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ja
…
ばかみたくエラーが多いな。

様々な場所の信号のやりとりで、かなりのスクリプトが表示を重くしている。

単に広告を回すため？

そうじゃない。広告を回すと同時に監視されている。

http://j.mp/1N2ibiK
https://twitter.com/YuretaKamo/status/631358170812694528/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=z3IQm0cUIno
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Ftwitter.com&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ja


https://www.youtube.com/watch?v=hnWLseAsneI
T. I. feat. Rihanna - Live Your Life 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 23 分23 分前 
NHK北海道◆深川で斜面崩れ避難勧告
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20150812/4107501.html …
１２日夕方、深川市で住宅裏の斜面の一部が崩れているのが見つかり、市は土砂崩れ

の範囲がさらに広がるおそれがあるとして、付近の８８世帯に避難勧告を出しました

。… #レスナウクリップ

https://www.youtube.com/watch?v=i6hpV-XiNfI
Alkaline - Live Life

https://www.youtube.com/watch?v=trZDWklyr6o
Alkaline - Weh Wi Ago Do 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
リャンティ@lilryanti · 6時間6時間前 
こんな時間まで、胸騒ぎじゃない、いやそれ以上、いてもたってもいられない焦りの

気持ちがここ何日か続いてる。

このままでいいのか？いいはずがない。自分の生活も世の中も日本も世界も。

大きな大きな何かが起きそうな予感がする。備蓄や備えなんかじゃ凌げない。何かと

んでもなく大変なこと。

https://www.youtube.com/watch?v=6GXcnZzNBhc
kamen raider ryuki alive a life 

https://www.youtube.com/watch?v=6r6fUctlZBc
kamen raider 55 justice
 

https://www.youtube.com/watch?v=hnWLseAsneI
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20150812/4107501.html
https://www.youtube.com/watch?v=i6hpV-XiNfI
https://www.youtube.com/watch?v=trZDWklyr6o
https://www.youtube.com/watch?v=6GXcnZzNBhc
https://www.youtube.com/watch?v=6r6fUctlZBc


（８月13日）　このままでいいのか？いいはずがない。自分の生活も世の中も日本も
世界も。

http://85358.diarynote.jp/201508130949093117/

サッポロ最高！

2015年8月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

気温２８℃。微風。湿度低い。

線量０.０４０μ。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日14:46
空気が変。(-_-#)
中性子線が跳んでる。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日14:47
東日本の地震がピシパシ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月14日2:01

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
リャンティ ˇ�ˇ)♡L��� @lilryanti · 8月12日
　 
こんな時間まで、胸騒ぎじゃない、いやそれ以上、いてもたってもいられない焦りの気持ちがこ

http://85358.diarynote.jp/201508130949093117/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201508130949093117/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150813/85358_201508130949093117_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


こ何日か続いてる。

このままでいいのか？いいはずがない。自分の生活も世の中も日本も世界も。

大きな大きな何かが起きそうな予感がする。備蓄や備えなんかじゃ凌げない。何かとんでもなく

大変なこと。

 



（８月15日）　本降り。午後からは晴れるようですが、バス通勤、どうしましょう…
？

http://85358.diarynote.jp/201508150813316567/

「それをおかしいと思うなら、変えるんだ」。

2015年8月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=s2zkWiXZFMo
Best Marches (22/50) American War of Independence & Texas War of Independence 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
このSPRINTARSという大気汚染粒子予測（動画）を参考にするのはやめたほうがいい
。これは、中国からの汚染が日本の工業地帯に降ってくるといわんばかり。風向きと

関係ない場合もある。意味がわからない。

http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp/forecastj.html

おはようございます。

０７：１４です。

札幌の気温２２℃。

http://85358.diarynote.jp/201508150813316567/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150815/85358_201508150813316567_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150815/85358_201508150813316567_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150815/85358_201508150813316567_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=s2zkWiXZFMo
http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp/forecastj.html


札幌の気温２２℃。

昨日の昼頃にみた予報だと降水確率１０％だったのに、

今朝起きたらしっかり本降りで、降水確率５０％…？

午後からは晴れるようですが、バス通勤、どうしましょう…？

んで。

あほゾウリは、何がやりたいんだか、ちっともわかりませんね…
ていうか、昨日で辞任を発表しやがるかと期待していたのに、まだ居座るようですから…

遠からぬ、「在職中の被曝死」が、確定しましたね…ｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=uNpyia78Wlg
Culture Club (Boy George) - The war Song 1984 

世界中でＭ５地震が乱発中…★
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=bW7Pssl61FQ
WARCRY Videoclip "Huelo el miedo" del álbum "Inmortal" 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5 時間5 時間前 
8/15 02:30過ぎ terra p+の警報鳴って起きた 0.30
今は0.13で安定
伊方？天津？フクイチ？全く嫌になる

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
ウランとその娘核種のビスマス214の内部被曝が眠り病の原因か？
(ズクなしブログ)
ウラン238、娘核種が崩壊してできたビスマス214の大気中濃度はなお上昇傾向。発症
者はさらに増えるだろう。

CTBT高崎放射性核種観測結果 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/632235442667032577/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 7時間7時間前 
ＪＲ東海が食べて応援をやるぐらいだから他の鉄道会社やバス会社も似たり寄ったり

の可能性が高い。

https://www.youtube.com/watch?v=uNpyia78Wlg
https://www.youtube.com/watch?v=bW7Pssl61FQ
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/632235442667032577/photo/1


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
秒読み段階？http://twitter.com/ST0NES/status/595439874313834496 …
何が？それだよ。#福島第一原発で爆発の危険性
http://twitter.com/ST0NES/status/628079825140387841 …
その兆候だろ。http://twitter.com/ST0NES/status/632188350175166464 …
学者連中はなぜ黙ってる？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました 
@WadjetOsaka 確かにボケ東電。気になるのはここです。
「遅くても、2016年には爆発の兆候がわかるはずです…
」http://twitter.com/beebeedj13/status/593142486249275392 …
速まってる？RT 盆休みでのんびり無人機操作してるアホが休んでるところからも、時
間稼ぎが目的な様子が伺えます。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
濃霧注意報　2015-08-15 00:08
濃霧警報　8/14/23:25
何ヶ月もずっとこの調子です。

人体にはえるカビとは、すなわち病気。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 8時間8時間前 
実は、つくば市にはトチノキを半円状に植えている公園がある。

そして、その公園の線量を僕は測っていた。

2015年、その公園のトチノキがほぼ全滅しかかっている。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
kumi @kumiusa0211 · 8時間8時間前 
kumiさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
建屋の揺れってなんなのでしょう。やな感じですね。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes

http://twitter.com/ST0NES/status/595439874313834496
http://twitter.com/ST0NES/status/628079825140387841
http://twitter.com/ST0NES/status/632188350175166464
http://twitter.com/beebeedj13/status/593142486249275392


今年4月5日〜14日にかけて確認できた現象と似てます。
http://twitter.com/ST0NES/status/587844109911490562 …
http://twitter.com/ST0NES/status/588053147626647552 …
http://twitter.com/ST0NES/status/587851868316925952 …
簡単にいうと沸騰したヤカンの注ぎ口から蒸気が飛び出す感じです。@WadjetOsaka

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
#2015年8月14日@TEPCO_Nuclear
朝からずっとオカシナ状態のF1
http://twitter.com/ST0NES/status/632183983627829248 …
夜8時前も建屋の揺れが激しく続いて
http://www.youtube.com/watch?v=8zGkTw0srjE&t=1m13s …
また変なモノでてるね。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
.@WadjetOsaka 今までは4号機側のカメラに比べて1号機側のカメラで建屋が揺れたり
画像の乱れは少なかったんです。7月下旬からでしょうか。それほど地下の核燃料の暴
走が激しくなっている‥RT 地下はガミラス星みたいに煮えたぎってるんかもね・・
・怖||´·д·)ｺﾜｨｮｫ·ﾟ

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
世界中が この報道に踊らされてる間に@UN；@CIA；@IMFnews
どっかで大規模な空爆でもやってるんじゃないのか？

RT @RT_com #Tianjin (aerial view)
http://twitter.com/ST0NES/status/632127031937925120 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
mmbread @mmbread · 10 時間10 時間前 
そして残念なことに、甲府市で配られる有機肥料とやらは下水汚泥からできているこ

とが判明。

だから身体の反応が出る道の駅の作物があるのかと納得＆涙目。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
.@akira_pt4ever @snoopymaygon 8月8日の韓国の原発事故のタイミングのよさに気を
とられましたが、Jumpさんの伊方？の直感が有力候補だとおもいます。

http://twitter.com/ST0NES/status/587844109911490562
http://twitter.com/ST0NES/status/588053147626647552
http://twitter.com/ST0NES/status/587851868316925952
http://twitter.com/ST0NES/status/632183983627829248
http://www.youtube.com/watch?v=8zGkTw0srjE&t=1m13s
http://twitter.com/ST0NES/status/632127031937925120


http://twitter.com/ST0NES/status/631066018471788544 …
つまり我われが川内原発で騒いでる間には、次の再稼働準備‥

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
@ST0NES @snoopymaygon 伊方怪しい 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/632128249036828673/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ゆき（CFSにて冬眠中） @yuki_cfs · 13時間13時間前 
大気不安定で突然の雷雨。

朝からの体調不良はこのせいか…
頭痛、吐き気、体の痛み、とにかく頭がぐるぐるするような感じで、気が狂いそう(
ノ_・。)
そいて動けない……。
#慢性疲労症候群 #CFS #異常気象

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【戦後７０年談話 お詫び明記し歴代の立場継承表明】
政府は、臨時閣議を開いて、戦後70年にあたっての総理大臣談話を決定し、安倍総理
大臣が記者会見で発表しました。

http://nerv.link/e4m7LC

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 14 時間14 時間前 
〔関東地方 局地的に激しい雷雨〕14日午後から関東地方に局地的に激しい雷雨。埼
玉県・群馬県・栃木県・茨城県を中心に広く落雷が観測されています。 
https://twitter.com/rsq_weather/status/632115206894694400/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 18時間18時間前 
〔地震〕北海道十勝地方中部で震度4、津波の心配なし
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150814-00000005-rescuenow-soci …
発生日時：8月14日13:43頃
震源地　：十勝地方中部(北緯42.8度、東経143.2度)
震源の深さ：約80km
地震の規模：M5.1(推定)

http://twitter.com/ST0NES/status/631066018471788544
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/632128249036828673/photo/1
http://nerv.link/e4m7LC
https://twitter.com/rsq_weather/status/632115206894694400/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150814-00000005-rescuenow-soci


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 16時間16時間前 
今現在が日本の存立危機…。。
"@kerubim005
8月13日の夕方〜夜。
こちらも異常事態。

本日も閃光(TДT)。
https://youtu.be/glnntYpkpxw 
https://youtu.be/hyjxRwkUYJ4 "

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 17時間17時間前 
茅ヶ崎でもサメ出没 遊泳禁止 - Y!ニュース (2015年8月14日(金)掲載)
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6170672 #神奈川県
▶�余程、濃厚な放射性物質が出ているのだろう。フクイチからの汚染水海洋投棄と海
霧でね。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 19時間19時間前 
@ST0NES 　全国に、間違いなく何かが来てる！2015/8/9 0:00頃下呂市0.089μSv/h↑ 
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/632036018925928448/photo/1

杉葉山 Sugihayama @Sugihayama · 19時間19時間前 
エコママ様より 川内玄海伊方 加圧水型原発のトリチウム放出がフクイチより多い件
「〜2011 年まで伊方が海水放出 したトリチウム量568 兆bq 年平均 57 兆bq。
福島原発から放出トリチウム(27 ヶ月で約 40 兆bq)の倍
http://www.hiroshima-net.org/yui/pdf/20150627.pdf …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 19時間19時間前 
@ST0NES 2015/8/12 16時頃北海道0.058μSv/h↑ 
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/632037066461736960/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
tsuto @karrento · 20時間20時間前 
自転車を乗っている人に、呼吸器や甲状腺の疾患を多く聞きます。吸気から吸い込む

可能性が高くなることは、容易に想像ができます。

https://youtu.be/glnntYpkpxw
https://youtu.be/hyjxRwkUYJ4
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6170672
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/632036018925928448/photo/1
http://www.hiroshima-net.org/yui/pdf/20150627.pdf
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/632037066461736960/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/346686c6ce624df14b96a7a1690c76a5


http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/346686c6ce624df14b96a7a1690c76a5 …

https://www.youtube.com/watch?v=7c9gXyT6KT0
映画 『孫文-100年先を見た男-』 予告編 9月5日公開

（※去年のだよ。）（＾＾；）

（おもしろかった！）

https://www.youtube.com/watch?v=H8P4upXnsCM
25 Things About The Revolutionary War You Might Not Know 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 14時間14時間前 
貨物船に積まれた武器爆発が、天津爆発の原因だ。

IMFを揺さぶる中国を牽制しようとのユダヤ国際金融資本の犯行との見方がある。　
http://were-warned.beforeitsnews.com/politics/2015/08/chinese-ammo-ship-blows-in-
port-china-you-were-warned-2734116.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Cozetz @Cozetz · 7月7日 
さすが薩摩隼人。再稼働を容認されるという事は、是即ち核燃料の廃棄物の最終処分

も請け負っていただけるという理解でよろしい訳ですね。まさか原発の落とす大枚だ

けはもらっておいてリスクは知らぬ存ぜぬとは九州男児が言わないでしょうから。#薩
摩川内市

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ULTRA SOUL @ultra_soul_730 · 21時間21時間前 
川内原発再稼働の真犯人：明治安田生命や日本生命の保険etc　原発止めたい人は資金
引き上げをその際、川内原発再稼働反対なので資金引き上げると明言することです。

川内原発再稼働反対を理由に続々と保険を解約した場合会社は考えざるを得ないはず

ですhttp://ln.is/ameblo.jp/souldenigh/3n2Ns …

https://www.youtube.com/watch?v=Y755G-Kba-Q
山下達郎 THE WAR SONG

https://www.youtube.com/watch?v=7c9gXyT6KT0
https://www.youtube.com/watch?v=H8P4upXnsCM
http://were-warned.beforeitsnews.com/politics/2015/08/chinese-ammo-ship-blows-in-port-china-you-were-warned-2734116.html
http://ln.is/ameblo.jp/souldenigh/3n2Ns
https://www.youtube.com/watch?v=Y755G-Kba-Q


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7 時間7 時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
そんなこと云っても無理だよね？

http://twitter.com/ST0NES/status/632205440575606784 …
みんな棄てられないモノ多すぎて

まちがって構築されたピラミッドの底辺で踠く奴隷状態から外れて

支配を失うと路頭に迷っちゃうもんね。

その前に脳細胞やられて？

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E8%84%B3%E7%B4%B0%E8%83%9E&src=realtime=default&f=tweets
…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
誰もどうにもできない原発事故だから放置？見守るしかない？

http://twitter.com/ST0NES/status/631866950386192385 …
成るように成る？残りの時間それなりに楽しく生きる？

そうじゃないだろ。

どうしてオテアゲ状態になったのか責任の所在を徹底的に糾明して

人類の最善な道筋を立てる知恵と工夫を出せ！

https://www.youtube.com/watch?v=PiLpYTnh1V4
【7 Days War】album overdub mix -TMN- 

…このひとと、会って話してみたいなぁ…
https://twitter.com/ST0NES

https://www.youtube.com/watch?v=jTPD6cPym_M&spfreload=10
ソウル・フラワー・ユニオン 「平和に生きる権利」 

おまけ☆

https://www.youtube.com/watch?v=V0CAufDdudg
【GET WILD】techno overdub mix -TMN- 

http://twitter.com/ST0NES/status/632205440575606784
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E8%84%B3%E7%B4%B0%E8%83%9E&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/631866950386192385
https://www.youtube.com/watch?v=PiLpYTnh1V4
https://twitter.com/ST0NES
https://www.youtube.com/watch?v=jTPD6cPym_M&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V0CAufDdudg


…晴れてきたので、（暑い！）

　歩きま〜す…！（＾＾；）！

（被曝に敗けてやるつもりなんか、ないッ！）

AKIRA 2024さんがリツイート 
francisco @sedzir · 3月13日 
時々、東京を走る電車の中で隣に立った人の身体にカバンの中のシンチレーション個

人線量計とガイガー測定器が反応してアラームを鳴らす事がある。見ると2μSv/hとか
。例えば除染のバイトに行って来た人がクリーニング前のジャケットを着てたりする

と起こるんだと思う。ホント、もうどうにも。。。

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

https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA


（８月16日）　バイトは中番。「腹腔内 深部リンパ叢 ガン多発なうな疑い。」

http://85358.diarynote.jp/201508160748024055/

「認めたくないものだな。自分自身の…」…（〜〜；）…

2015年8月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

　

「腹腔内 深部リンパ叢 ガン多発なうな疑い。」など…

…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』
(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit) 

sakai meg @sakai_meg · 8月2日 
周囲でも内部被曝の症状が出てきている

http://prepper.blog.fc2.com/blog-entry-138.html …
現在は、疲労感が続いているだけで、ほぼ3.11の前の状態に戻りました。
やはり、頭痛、めまい、鼻血、耳鳴りなどより、なんといっても両足のむくみには驚

かされました。

http://85358.diarynote.jp/201508160748024055/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508160748024055/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150816/85358_201508160748024055_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150816/85358_201508160748024055_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
http://prepper.blog.fc2.com/blog-entry-138.html


猛烈汚染内部被曝放射性廃棄物たかの台食堂 @pikapikapikap10 · 5月29日 
被曝症状の国民的最新動向を歪んだ修飾でおつたえする 
犬HK「だましてガッテン！」の次回は「むくみ」だそうです。 
水腫になったらまず心機能の異常を疑うべきでしょうが・・・

http://www9.nhk.or.jp/gatten/schedule/ …

…さて。（＾＾；）

おはようございます。０７：１２です。

札幌は２１℃。窓を開けると寒い（＾＾；）くらいです。…でしたが…、

雲がきれて、陽射しが…

今日も暑くなりそうです…（＾＾；）…バイトは中番。
ゆうべ何もせずにダウンしてしまったので、髪だけは洗って出ないとね…

で、もう、時間がありませんね…☆

パイプの煙(反原発＝新アカウント復活) @pipenokemuri2 · 6月18日 
パイプの煙(反原発＝新アカウント復活)さんがリツイートしました 
ＮＨＫオンデためしてガッテン「脚のむくみがサイン！潜むホルモンの大乱調」一言

も福島原発爆発で飛散した「ヨウ素甲状腺被曝によるホルモン異常」に触れずスルー

！https://twitter.com/pipenokemuri2/status/610633681099567104 …　最近の「ためし
てガッテン」って視聴者の意識操作を目的番組との様が顕著に！

医学はわりと専門外で、「一般教養」程度の知識しかないのですが。（＾＾；）

上半身と、足首から先はまったくむくんでないのに、へその位置から足首にかけてのムクレっぷ

りだけが異様。

||||（＠＠；）||||

いくら歩いてみても、滝汗かいても、この部分だけ、まったく水分量が減らない…
（むしろ増える！）

http://www9.nhk.or.jp/gatten/schedule/
https://twitter.com/pipenokemuri2/status/610633681099567104


で、膝裏や鼠蹊部のリンパは、触ってみても全く異常ナシ。

…ってことで、疑わしいのは…、

両下肢から上がってくるリンパ液が、

腹腔内の深部リンパ管叢を通過できずに、滞留し、逆流している…

リンパ叢が、多発ガンで、ぼこぼこ？

（それとも、「トリチウム目詰まり」…？）

kakaa @kakaa30791135 · 4月14日 
RT@neko_aii @lionjapan 被曝は突然死だったら良いが、ほとんどは苦しんで死ぬら
しい。

まずは、精神が異常になり、喉が変、下痢、頭痛、失明、癌、白血球と血小板の減少

まったくやる気無し、顔が浮腫、茶色いアザ、血豆、鼻血、インポ、卵巣異常

いろんなとこから出血"

https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
Katy Perry - Firework 

現代地球の貧民向け一般外科医学レベルでは、

「治せません」と言われて終わるだけの状況なのは間違いないので…。

（＾＾；）

じ、自力整体（コリほぐし）と自己流気孔と、栄養療法で自力修復するわ〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=KRRgHHSUucs
紅蓮の弓矢 FULL MAD 

tear(´・J・`)(∵*)TV2XQ @KARAS8626_TV2XQ · 7月6日 

https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
https://www.youtube.com/watch?v=KRRgHHSUucs


@ricone777 ⑤実際、震災以降、思い当たる様々な身体の不調があり、私自身も初期被
曝症状のカナリヤ状態だと思います。この４年の恐ろしい程の足の浮腫は重曹水を飲

んでピタリと治まりました。

…コピペ面倒だから、各自で読んで…☆
https://twitter.com/search?
q=%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%80%80%E8%A2%AB%E6%9B%9D&src=typd
「被曝　むくみ」

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
ハッキリ気づいたのは1年前。
http://twitter.com/ST0NES/status/495518044450328576 …
http://twitter.com/ST0NES/status/494057740575072256 …
で、このところガクンガクン揺れてるのはF1:2号機と3号機の下か？
http://www.youtube.com/watch?v=WcPJWm8lhSc&t=2m11s …
http://www.youtube.com/watch?v=b5uFg3vIYHY …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AMTTKＵZ @ruminako1952 · 7時間7時間前 
@ST0NES @TEPCO_Nucleaこれ程迄と
はhttp://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289 …［ヤフー福一地震履歴
］これ見てゾッとしました連日連夜M4クラスの核爆発(・＿・;・・．．．
終わったかも、

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
これなんてヤバイのなんのって、昨日のF1。
2015.08.14.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=JphDHwbwNSE&t=1m7s …
16時すぎに建屋が連続で揺れて
まもなくモウモウと立ち篭める黒いガス。#汚染濃霧
黒い海霧？

http://twitter.com/ST0NES/status/631504976569761794 …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
*** 国民の生活が第一 *** @cats_mam · 13時間13時間前 

https://twitter.com/search?q=%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%80%80%E8%A2%AB%E6%9B%9D&src=typd
http://twitter.com/ST0NES/status/495518044450328576
http://twitter.com/ST0NES/status/494057740575072256
http://www.youtube.com/watch?v=WcPJWm8lhSc&t=2m11s
http://www.youtube.com/watch?v=b5uFg3vIYHY
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289
http://www.youtube.com/watch?v=JphDHwbwNSE&t=1m7s
http://twitter.com/ST0NES/status/631504976569761794


★★★★★‼@ST0NES:
その付近で、原発。動かしてるんだよね

https://twitter.com/ST0NES/status/509200124799483905/photo/1
@Kantei_Saigai【噴火情報】8月15日10:15
鹿児島県の桜島に噴火警報（噴火警報レベル4、避難準備）が発表…
住民の皆様は、地元自治体等の指示に従い…

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] 太陽風は低速ですが、今後、変化が到来するかもしれません。 http://swnews.jp
#swnews

https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA
【高画質・高音質MAD】 進撃の巨人 / 紅蓮の弓矢【FULL】Attack on Titan 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
このままでいいのか？

http://twitter.com/ST0NES/status/632574659360260097 …
今のスリリングな状態はシューガない？

自分が生きているうち、これ以上の大事に至らないなら

気にしても仕方ない？ケセラセラ？

http://twitter.com/ST0NES/status/632205440575606784 …
人間て未来に対して、そんな無責任な生き物？

…とりあえず、アホなので、歌いながら？豊平河畔を歩きますわ…☆

…（－－；）…

 
 
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月16日7:48
０５２

１１９０．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日6:43
訂正（＾＾；）

ｘ　気孔、

Ｏ　気功。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日15:36
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 8月14日 
名無し：08/14 08:43
　

もはや悪性リンパ腫とか白血病はニッポンの国民病ですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150814-00000001-kyt-l26 …
木田安彦氏死去 三十三間堂など題材に版画
悪性リンパ腫のため京都市内の病院で死去。７１歳

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日16:59

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 17時間17時間前
　 
【トリチウムがごく低濃度でもリンパ球に染色体異常〔放医研1974見解〕】
　

（重水化した）液体状〔水の形〕のトリチウムは

気体状〔水素の形〕のトリチウムの約1万倍、生物学的危険性が高まる
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/35f003abcbbc42a3219ebf9e05e347f3 …
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


 



（８月22日）　今日からまたバイトです…眩暈と吐き気と、胃と膵臓のあいだ？あた
りの痙攣感が収まりません。

http://85358.diarynote.jp/201508220706295325/

雌阿寒岳で観測されたポンマチネシリ火口付近を震源とする火山

性地震／火山活動が活発な状態が続いています。

2015年8月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

おはようございます。

８月２２日の

６時４４分を観ました。

（＾＾；）

札幌は外気温２０℃。

無暖房で室温２５℃。

無風。曇天。降水確率２０％…

北海道はみょうに地震が多いです。

あ、道内に限らないのか…？

http://85358.diarynote.jp/201508220706295325/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508220706295325/
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宇宙天気ニュース @swnews · 1 時間1 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.1 の中規模フレアとなり、X線強度は、8月22日05:33
JST (21日20:33 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ77.8km 2015/08/22 02:55:36 http://j.mp/1fvZQvD

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.6】北海道北東沖 深さ166.0km 2015/08/22 02:29:26 http://j.mp/1fvRhRG

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.7】浦河南方沖 深さ54.3km 2015/08/22 01:41:30
(G)http://j.mp/1NAqL7u (アニメ)http://j.mp/1U56XsG

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.1】北海道北西沖 深さ252.7km 2015/08/22 01:24:21
(G)http://j.mp/1WJD19F (アニメ)http://j.mp/1NApJsa

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 夕張市 
【M2.9】上川・空知地方 深さ135.3km 2015/08/22 00:36:18
(G)http://j.mp/1hwHcFV (Y)http://j.mp/1WJy54H

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.9】津軽半島付近 深さ170.1km 2015/08/21 23:45:14
(G)http://j.mp/1E8jQjD (Y)http://j.mp/1MCVwrI

アグネス @agnes2001hisae · 12時間12時間前 
雌阿寒岳 火口周辺噴石警戒を - NHK 北海道 http://www.nhk.or.jp/sapporo-
news/20150821/4225021.html …　雌阿寒岳で観測されたポンマチネシリ火口付近を震
源とする火山性地震の回数は１９日が１０回、２０日が９回、２１日も午後３時まで

に１０回観測され、火山活動が活発な状態が続いています。

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.4 の中規模フレアとなり、X線強度は、8月21日18:48
JST (21日09:48 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://j.mp/1fvZQvD
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http://j.mp/1WJD19F
http://j.mp/1NApJsa
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http://j.mp/1MCVwrI
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#swnews

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 鹿部町 
【M2.5】渡島半島 深さ11.5km 2015/08/21 14:01:53
(G)http://j.mp/1PCUs7f (Y)http://j.mp/1Nzapfz

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.8】北海道北西沖 深さ274.5km 2015/08/21 11:56:46
(G)http://j.mp/1hPe64q (アニメ)http://j.mp/1WImaUM

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.0】浦河南方沖 深さ61.3km 2015/08/21 11:29:42
(G)http://j.mp/1WIk72Y (アニメ)http://j.mp/1Lmjk1z

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ56.5km 2015/08/21 09:27:10
(G)http://j.mp/1hP26A7 (アニメ)http://j.mp/1hP25fs

地震マップ @eq_map · 8月20日 � 北海道 標茶町 
【M2.6】弟子屈付近 深さ153.3km 2015/08/21 05:51:13
(G)http://j.mp/1Jlhk5T (Y)http://j.mp/1J8AkVT

∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 8月17日 
“気象庁は７月２８日、北海道釧路市と足寄町にまたがる雌阿寒岳の噴火警戒レベルを
１から２に引き上げた。火山性地震が７月１４日以降急増し…”
https://twitter.com/fuhgetsu/status/633088073757167616/photo/1
雌阿寒岳：噴火警戒レベル２に引き上げ（毎日新聞）

http://mainichi.jp/select/news/20150729k0000m040091000c.html … 

土湯こけし(日本株） @haguretameru · 8月16日 
@haguretameru 
火山警戒レベル

レベル5(避難)口永良部島
レベル4(避難準備)桜島
レベル3(入山規制)箱根山 西之島
レベル2(火口周辺規制) 
雌阿寒岳 吾妻山 草津白根山 浅間山 御嶽山 阿蘇山 諏訪之瀬島 霧島山

http://j.mp/1PCUs7f
http://j.mp/1Nzapfz
http://j.mp/1hPe64q
http://j.mp/1WImaUM
http://j.mp/1WIk72Y
http://j.mp/1Lmjk1z
http://j.mp/1hP26A7
http://j.mp/1hP25fs
http://j.mp/1Jlhk5T
http://j.mp/1J8AkVT
https://twitter.com/fuhgetsu/status/633088073757167616/photo/1
http://mainichi.jp/select/news/20150729k0000m040091000c.html


レベル1(平常)沢山あります

Tabatha @araran100 · 8月12日 
【経過要注視】 雌阿寒岳。気象庁 (火山観測網) V.MNDK 北海道 雌阿南岳南西観測点
12日10時台連続波形。振幅の大きい火山性地震が多くなってきています。経過要
注視。 

先端科学ちゃん @SciCoBot · 8月11日 
十勝岳と雌阿寒岳　北海道の2火山で熱活動が活発化 気象庁
http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/1/0/10377.html …

眩暈と吐き気と、

胃と膵臓のあいだ？あたりの痙攣感が収まりません。

（－－；）

ぎぼぢわるい…

今日からまたバイトです…
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=Kge3xBeuArI
David Garrett - He’s A Pirate (Pirates Of The Caribbean Theme)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月22日7:07
…関東はタテにまっぷたつ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月22日7:46
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9時間9時間前 

http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/1/0/10377.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kge3xBeuArI
http://85358.diarynote.jp/
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北海道でサメは前代未聞と。

フクイチデブリ地下臨界臨界で海水が温められてる？

苫小牧市の沖合では、刺し網や「カニかご」がサメに壊されカニなどが食べられる被害が相次ぎ

、地元の漁業協同組合では注意を呼びかけるとともに対策を検討しています。

http://ameblo.jp/agnes99/



（８月24日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201508240926287219/

8月24日の日記　（＋２曲）。
2015年8月24日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=XQdqVeadhAY
きらきら星 変奏曲 K.265 (モーツァルト) 

おはようございます。

０８：０８を味噌こね…もとい、
（＾＾；）見損ねまして、

ＰＣ開けたのが０８：０９でした。

札幌は外気温２０℃。高い雲の曇天。無風。

バイトは休み。

https://www.youtube.com/watch?v=DoN9FDWNtYs
稜線の風－北アルプスの印象 

 

http://85358.diarynote.jp/201508240926287219/
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（８月24日）　⇒　2012-02-13 : 悪徳社長は【同一人物】。

http://85358.diarynote.jp/201508241711596405/

閑話休題…ｗ（＾＾；）ｗ…
2015年8月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
　

なにしろ自慢じゃないけど「友達ゼロにん」の人で、

実親姉弟ともほとんど絶縁状態に近いので、

メールチェックなんて就職活動でもしている時いがいめったにしない。

（実際「業務連絡」以外はすべてスパムである）。

（＾＾；）

いま、2015/08/24/17:00ほどに、久しぶりに必要があってメールボックスを開いたら…

日記に削除依頼がきております 

日記に削除依頼がきております

Diarynote事務局 
2015/07/22 

宛先: 歌いながら大地を歩》
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）様

いつもご利用ありがとうございます、DiaryNote 事務局です。
お書きになった以下の URL の日記およびコメント欄に対し、

http://85358.diarynote.jp/201202130840077863/

業務妨害、名誉毀損にあたるとしてご本人様の代理人弁護士からお問い合わせがきて

おります。

該当記事の削除依頼がございましたので、該当日付の日記の削除をお願いいたします

。

http://85358.diarynote.jp/201508241711596405/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201508241711596405/
http://85358.diarynote.jp/201202130840077863/


なお、1 週間を経過しても削除されない場合、事務局にて該当部分を削除させていただ
くことがありますのでご了承ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ははははは…ｗ（＾■＾；）ｗ

削除済だね、とっくにｗｗｗ

内容保存の隠し匣みて、何が「消された」のか、調べて来ようっと…ｗｗｗｗ

　

 
ひみつ日記

これか！ｗｗｗｗ

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

【DiaryNote】2012-02-13 : 悪徳社長は【同一人物】。 
◆ テーマ
就職・転職

◆ 日付
2012-02-13

http://85358.diarynote.jp/ からも畑楽希有＝はたら（く）きあり＝桐木りすさんの日記を確認でき
ます。

◆ 日記タイトル
悪徳社長は【同一人物】。

◆ 本文
　事実のみ書きます。

１．昨夏、私に対して、

http://85358.diarynote.jp/


「必ず来年の春、月給１４万円の正社員にする！」と、

　口頭で繰り返し確約し、

「だからそれまでは月２万円の【研修生】としてガマンして、がんばって！」とか言っておいて

、

　昨秋、「研修の受け入れを終了する」とのメール一本で、

　「出ていかなければ警察を呼ぶ！」

　とまで脅迫して退寮を迫り、私をホームレスの境遇に陥れやがった、

　フ....（株）の、
　ＣＥＯと、

　この会社のＣＥＯは、

　株式会社A... G... M...

http://www.a....。
＞Chief Executive Officer 淺◆◆

【同一人物】です。（－－；）

（同一人物である、ということは、労基署で確認済み）

　判断は、皆さんにお任せしますが……。

　就職や、不動産の売買に際して、「この名前」を、見たら……

「要注意！」と……

　友人・知人・親戚のみなさんにも、情報を、提供してあげてください……。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 



     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日17:28
 
まだ、生きてたんだ？

本人…（＠＠；）

逆にビックリ。（＾＾；）

あれだけベクレてて、他人の恨み、買いまくっているのに…

そして、複数人から、訴訟を起こされている。はずだが…

まぁ、今夏の放射能禍をもしも「生き延びられたら」…

イノチギタナサに免じて、私に対する詐欺罪の分については、

【恩赦】にしてやるよ…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日17:31
 
そうだった。日本の民法？だと、

「本当のことを書いても、書かれたやつにツゴウの悪い真実だったら」

有罪なんだっけ…？　（犯罪者を、放置することになってもね…！）
 

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


（８月24日）　【この日の日記】が、消されました…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201508241849031924/

【 日記に削除依頼がきております 】。
2012年2月13日 就職・転職
（2015.08.24記）

【この日の日記】が、消されました…ｗｗｗ

（参照）http://85358.diarynote.jp/201508241711596405/

日記に削除依頼がきております 

日記に削除依頼がきております

Diarynote事務局 
2015/07/22 

宛先: 歌いながら大地を歩》
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）様

いつもご利用ありがとうございます、DiaryNote 事務局です。
お書きになった以下の URL の日記およびコメント欄に対し、

http://85358.diarynote.jp/201202130840077863/

業務妨害、名誉毀損にあたるとしてご本人様の代理人弁護士からお問い合わせがきて

おります。

該当記事の削除依頼がございましたので、該当日付の日記の削除をお願いいたします

。

なお、1 週間を経過しても削除されない場合、事務局にて該当部分を削除させていただ
くことがありますのでご了承ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

http://85358.diarynote.jp/201508241849031924/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201508241711596405/
http://85358.diarynote.jp/201202130840077863/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

DiaryNote

…気が向いたら、固有名詞だけ「黒塗り」にして、

（判る人には分かるよーに！）

そのうちまたアップ（再現）しますね〜…ｗｗｗ
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月9日18:19
…まぁ、「これ」で懲りたので、（？）

今回は、「仮名」づくしなわけです…ｗ
 

http://85358.diarynote.jp/
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（８月27日）　バイトは休みです。宮城で大量殺人また始まりました。

http://85358.diarynote.jp/201508271006336359/

10分値の速報は原子力規制委員会ＨＰで確認できます。

2015年8月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

あらためまして、おはようございます。

バイトは休みです。０９：０８。

札幌の外気温１８℃。

無暖房で室温２２℃。（＾＾；）

そろそろ秋ですね…（＾＾；）…

昨日の朝の予報では今日は午後から雨。だったのですが、

明け方５時過ぎに土砂降りの音で起こされ…

現在もう止んでいます。

午後から銭湯出撃予定。

http://85358.diarynote.jp/201508271006336359/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508271006336359/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150827/85358_201508271006336359_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150827/85358_201508271006336359_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150827/85358_201508271006336359_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


さて。…（－－；）…

（ありゃ、また雨です…。０９：２５〜）
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
(Radiation monitoring Daily Report) 
10分値の速報は原子力規制委員会ＨＰで確認できます。⇒ 
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年08月27日（木）【当日】(Today) 
測定時刻(measurement time) 
最大(max) 最小(min) 平均(average) 有効数(effective number) 
01:00 0.041 0.040 0.041 6 
02:00 0.041 0.040 0.040 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00 0.043 0.041 0.042 6 
07:00 0.042 0.041 0.041 6 
08:00 0.041 0.039 0.040 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6

https://www.youtube.com/watch?v=oUX4OWYiGLc
リコーダー多重録音でゲーム音楽を色々つなげて吹いてみた　前編 

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日11:44

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=oUX4OWYiGLc
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


AKIRA 2024さんがリツイート 
冷凍都市 @ayumochineko · 14時間14時間前 
ずくなしさんブログでも以前から浴槽に水を張ること、としていたから

台風くるたびに、鍋や盥に水張って玄関や隙間風怖いとこに置いていた。

君が酔っ払って午前様だったとき、

玄関先に鍋が勢揃いして出迎えたのに驚愕し、全裸でトイレの前で寝始めたのにはつくづく呆れ

果てたんよ(´·_·`)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日12:29
bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 20時間20時間前 
@pecko178 
宮城で大量殺人また始まりました。

避難して下さい！！！！！

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 20時間20時間前 
こりゃまた驚いた！

放射性物質汚染の牧草など焼却処分開始(宮城県）
http://news24.jp/nnn/news8736206.html …
庭ごみと同じ処分を国が認めた８千ベクレル以下の牧草や【キノコ栽培に使われるホダ木】など

について仙台市は今日から本格的な焼却処分を始めた。

キノコ栽培の木って…
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（８月28日）　バイトは遅番…。

http://85358.diarynote.jp/201508280821219102/

【磁気嵐が発生中】 異常な気象現象、地震、火山など、ご注意下
さい。自動車のGPSや、スマホの地図情報の狂いが起こります。

2015年8月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
気象庁「磁気嵐が発生中です」

翻訳すると「異常な気象現象、地震、火山など、ご注意下さい。自動車のGPSや、ス
マホの地図情報の狂いが起こります。オーロラは見えやすくなります」

気象庁：http://www.kakioka-jma.go.jp/index.html 

宇宙天気ニュース @swnews · 17時間17時間前 
M2.9のフレアが起きました。2403黒点群です。X線の変化はこちら→
　http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif …　そして、SDO衛
星AIA131もどうぞ→
　

http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/browse/2015/08/27/20150827_055709_1024_0131.jpg
… #swnews

http://85358.diarynote.jp/201508280821219102/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508280821219102/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150828/85358_201508280821219102_2.jpg
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宇宙天気ニュース @swnews · 19時間19時間前 
[記事] 太陽風磁場が南に大きく振れ、磁気圏の活動が高まっています。
http://swnews.jp #swnews

あらためまして、おはようございます。

８月２８日の

７時２７分を見ました。

さて（＾◇＾；）どんな一日…？

https://www.youtube.com/watch?v=6KfL9DRXHYk
Yuki Kajiura - Credens justitiam 

札幌は気温１８℃。

曇天無風。

寒いです。（＾＾；）

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年08月28日（金）【当日】(Today) 
測定時刻(measurement time)最大(max) 最小(min) 平均(average) 有効数(effective
number) 
01:00 0.041 0.040 0.040 6 
02:00 0.040 0.040 0.040 6 
03:00 0.041 0.039 0.040 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

ナニこの地震？

||||（＠＠；）||||　揺れすぎ！

http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=6KfL9DRXHYk
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 新ひだか町 
【最大震度2】(気象庁発表) 日高地方中部 深さ約70km M3.8 28日06時13分頃発生 
(G)http://j.mp/1AMvFDK (気象庁)http://j.mp/1PW50ye

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.3】KURIL ISLANDS 132.4km 2015/08/28 04:10:11JST, 2015/08/27 19:10:11UTC
(G)http://j.mp/1higvnG (USGS)http://j.mp/1Kagxew

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ62.7km 2015/08/28 03:50:31
(G)http://j.mp/1hib73Y (アニメ)http://j.mp/1JoGKCN
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 

T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
秋田県沖

ここは注意した方がいい震源の地震です。

1983年（昭和58年）5月26日11時59分、マグニチュード7.7の巨大地震が発生した震
源域。　四国まで揺らした巨大地震。（解説：http://www.jma-
net.go.jp/akita/jishin/tyubu.htm …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
震源地：秋田県西方沖

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/636756209811349504/photo/1
08/27 12時46分：Magnitude 2.8
08/26 21時40分：Magnitude 3.4

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.4】根室半島沖 深さ24.8km 2015/08/27 16:43:15
(G)http://j.mp/1ElQ77w (アニメ)http://j.mp/1Km9AWt

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 むかわ町 
【M5.0】石狩平野 深さ138.6km 2015/08/27 12:23:13
(G)http://j.mp/1ElsuvP (Y)http://j.mp/1MW2z0m (アニメ)http://j.mp/1NBP1ad

地震マップ @eq_map · 8月26日 � 北海道 苫前町 
【M3.5】留萌地方 深さ234.0km 2015/08/27 06:08:36
(G)http://j.mp/1IhjWRi (Y)http://j.mp/1KlcydK (アニメ)http://j.mp/1JwubC5

http://j.mp/1AMvFDK
http://j.mp/1PW50ye
http://j.mp/1higvnG
http://j.mp/1Kagxew
http://j.mp/1hib73Y
http://j.mp/1JoGKCN
http://www.jma-net.go.jp/akita/jishin/tyubu.htm
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/636756209811349504/photo/1
http://j.mp/1ElQ77w
http://j.mp/1Km9AWt
http://j.mp/1ElsuvP
http://j.mp/1MW2z0m
http://j.mp/1NBP1ad
http://j.mp/1IhjWRi
http://j.mp/1KlcydK
http://j.mp/1JwubC5


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
地震などの大規模災害時、

「九州の人は気をつけて下さいね」 という、西日本新聞だけが報道してる記事。
「災害対策に不備。九州、総務省が改善勧告」

詳細：http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/191295 …

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日8:28
バイトは遅番…。
自転車、昨日は受け取りが間に合いませんで、この４連勤も、「往復４時間の徒歩通勤」が続き

ます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日8:32
あ、でも、ペース上がってるから、往復３時間で収まるかな…？
 
 

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/191295
http://85358.diarynote.jp/
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（８月28日）　怪しい【不健康食品】に大枚はたく愚民どもの気がしれない…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201508281607014401/

美味い！o(^-^)o
2015年8月28日 グルメ コメント (1)
　

あぁ幸せ♪ (*^_^*)
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日16:21
※ やさいジュースは
セロリが苦手なひとはダメかもｗ

(^。^;)（私は大好き♪）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508282316269694/

怪しい【不健康食品】に大枚はたく愚民どもの気がしれない…ｗ

2015年8月28日 グルメ コメント (5)
　

（前項参照）

あんまり美味しかったので、

箱買いしちゃおうか悩み中ｗ

http://cradlekounou.cart.fc2.com/ca1/2/p-r1-s/
クレードル　とまとジュース　190ｇ/30缶入 
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http://cradlekounou.cart.fc2.com/ca1/3/p-r1-s/
クレードル　やさいジュース　190ｇ/30缶入 

今月（来月）は、なにしろ、自転車を買っちゃったからなぁ…☆

…||||（＾■＾；）||||…

…定番「♪トマト、トマト♪」の唄が見つからないので、代理ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=RE2R5o8kknI
キャロットスープの歌 - 谷山浩子

お、新曲？発見♪

https://www.youtube.com/watch?v=bVrJcypLM1k
トマトのうた.MP4 

 
      

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日0:33
ちなみにセイコーマートで売ってる。

まとめ買いしても、価格はあんまり変わらない？

みたいね…☆
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日7:37
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前  
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
 
その肉体が苦しくなってしまえば

その肉体を動かす中身、精神状態、心も当然、苦しくなってくる。

それでも多くのものが何も知らずに

靴底から紙幣から物流のクルマのタイヤからも

一般のゴミ焼却からも空に海に山に河に拡がりゆく #放射能汚染。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日7:41
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
出せばいいものを出し切れないために、徐々に #累積 された体内のゴミで各々の臓腑から骨格を
覆う筋肉細胞、やがては脳の細胞も劣化させられてしまう。

吐いて吸う呼吸、飲食と排泄、血液循環‥この、

生きる絶対条件の破壊。それが、#放射能汚染
http://twitter.com/search?
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q=%23%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E6%9B%9D%E3%81%AF%E7%B4%AF%E7%A9%8D%E3%81%99%E3%82%8B+until:2038-
01-19&src=realtime=default&f=tweets …

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 7 時間7 時間前 
体力が持たなければ死を意味するけど、試すしかないよ。ここに止まったら死ぬより悪いものを

見ることになりそう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日7:47
０５

２２

９９９。。。

AKIRA 2024さんがリツイート 
green @shizukanaasa · 10時間10時間前 
いい人になるのを辞めた方がいいと思う今日この頃

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日17:00

AKIRA 2024さんがリツイート 
knznymmmy @knznymmmy · 20時間20時間前
 
不二家ネクターといえば

桃が福島産ほぼ間違い無しってのは

前も書いたよなww
 
遺伝子組み換えで　しかも放射能入だって

実に胸熱だね★

すごいぞ　不二家ネクター

 
名前は覚えたかな？　不二家ネクター

みんな大好き　不二家ネクター

ガイガーカウンターが反応しちゃったらどうしようwww
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（２０１５年０９月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年０９月）
 
 



（９月１日）　バイトは休み。２連休の初日。

http://85358.diarynote.jp/201509011056589920/

9月1日の日記
2015年9月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=83VoWltZdus
Ryuichi Sakamoto - Royal Space Force Main Theme 

あらためまして、おはようございます。

１０：０３になっちゃいました。

バイトは休み。２連休の初日。

朝６時起きして洗濯と入浴を済ませまして二度寝済。

自転車の配達を待ちながらの机事タイムでございます…。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509011219209362/

ロシアの軍隊は（0.30マイクロシーベルト）で逃げ出します。

2015年9月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
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https://www.youtube.com/watch?v=ecqCJR6d4zY
津軽あいや節　山本謙治＆岸　千恵子　1090’ (14)　ＵＰＡ‐０１２９ 
（前項参照）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1時間1時間前 
1日10:20現在、九州南部と静岡県沖で相次いで落雷が観測されています。
東京電力落雷

http://thunder.tepco.co.jp/ 
九州電力落雷情報

http://www.kyuden.co.jp/kaminari.html 

kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
原発事故当時

福島県立医科大学の医療関係者

医療行為を行わない職員家族や学生には

ヨウ素剤を配布したことを報道すべし http://onodekita.sblo.jp/article/95013296.html … 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【北九州市 化学工場で爆発火災】
北九州市消防局などに入った連絡によりますと、1日午前6時20分ごろ、北九州市若松
区にある化学工場の敷地内で爆発が起き、火災が発生しているということです。

http://nerv.link/tM1wkA

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【広島市 佐伯区の一部に避難勧告】
広島市は大雨で土砂災害の危険が極めて高まっているとして午前6時半、広島市佐伯区
の湯来西小学校区の土砂災害危険箇所に指定されている地域に避難勧告を出しました

。

http://nerv.link/bGasVJ

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【長崎・対馬で５０年に１度の大雨 厳重警戒を】（続き）
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気象庁は災害の危険性が高くなっているとして、土砂災害などに厳重な警戒を呼びか

けています。

（2015年9月1日 4:13 NHK）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
また同じ震源の地震。

浜岡原発のすぐ近くが震源。だんだん大きくなってる。前震の可能性もある

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638375831065137152/photo/1
9月01日00時29分：震源地（静岡県西部：マグニチュード4.2・震度3）直下型地震
。http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150901003304395-010029.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
宮城沖：注意した方が良いですね

今日の9時から、変な地震波形。10時30分にM3.6
「気象庁：31日 22時56分頃地震がありました。マグニチュード4.4　震源地は三陸沖
。http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150831225931395-312256.html … …」

kenji @buick54aki · 12時間12時間前 
チェルノブイリ高濃度被曝地域で甲状腺癌に加えて白内障などを発症した子ども達の

生存率はゼロ

癌になってなくても白内障になった子供が成人になれる可能性はない

それほど白内障はガンマ線外部被曝の直接の結果

キトキトくまちゃん @makumaku1124 · 12時間12時間前 
ケーブル火災もホが原因の絶縁体劣化とかじゃないの？不審者のせいにしてるけど。

。フクイチでもかなり前にケーブル火災あったよね。ネズミのせいにしてたけど。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
0.30マイクロシーベルト
チェルノブイリ原発事故後にロシアで開発された線量計の閾値が（0.30μSv/h）に設定
されてますよね。ロシア軍もこれに従ってる。これ以上なら逃げる

0.30μSv/h ×24時間×365日＝年間被曝2.6ミリシーベルト。年間被曝限度は1ミリシーベ
ルト

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
そもそも、モニタリングポストの数値が（75マイクロシーベルト）にも急上昇し、ネ
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ットで情報を得てる人なら「マジかよ！」と危機感を持つけど、多くの国民は「はぁ

？なにそれ？」と、なにも思ってない。そう教育されてるから報道で。

ロシアの軍隊は（0.30マイクロシーベルト）で逃げ出します

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
福島原発カメラでモコモコ

今に始ったことじゃないからね。2012年夏から。その度に線量が75マイクロとか、急
上昇してたから。もう報道しないし、もはや、ちょっと麻痺してるし、各々で防護し

ないと放射能問題は、全て（自己責任）ですからね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
核燃料が地下水に接触したら、モコモコ湯気が出るよね。

東電も２年前から認めてるんだよね。モコモコ。

「2013年8月：東電が「汚染水漏れ、モコモコ湯気」を認めた７月末ぐらいから、連日
のように福島県内の放射線が急上昇する時が多い」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
ガンダーセン博士

最新の「福島原発で何が起こってるか？」の解説。

「核燃料は地下水系に直接的に接触しており、設計者も技術者も、この様な事態を想

定していない」　（動画：https://www.youtube.com/watch?v=JuuHtbMq7FE …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
浜岡原発のすぐ近くの地震の回数。

8月29日は、気象庁が公表してる地震履歴で、震度1以下を含めると14回の地震、30日
は6回の地震、それで今日は有感地震だけで4回も起こってる。
この（静岡：御前崎）での地震としては、異常な回数

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
浜岡原発と海の距離

マグニチュード8クラスの東海地震が起こると、気象庁が常に監視してるけど、昨日か
ら起こってる浜岡原発付近の群発地震も危ない。稼働してなくても（核燃料）がある

から地震で事故ったら大変

もう止めたらどうなの。原発

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
8月31日の４連続の地震の震源地

https://www.youtube.com/watch?v=JuuHtbMq7FE
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638316630892761089


→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638316630892761089 …）
中部電力が公表してる「断層図」では、赤枠付近が震源。20時03分のマグニチュー
ド3.0の地震の解析を見ると、南北へ引くような（正断層）の地震
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
また浜岡原発のすぐ近くで

夕方から地震が４連発してます。画像は16時45分
20時35分：M3.1 
20時06分：M2.9
20時03分：M3.0
16時45分：M2.8
気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638316630892761089/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 22時間22時間前 
九州電力によると、13:45現在、下甑島付近で相次いで落雷が観測され、この影響とみ
られる停電も発生しています

■影響地域

薩摩川内市：約300軒(入来町副田周辺)
九州電力落雷情報

http://www.kyuden.co.jp/kaminari.html 

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
TwitterJP @TwitterJP · 24時間24時間前 
明日9月1日は「防災の日」です。この機会に災害時のTwitterの使い方について、おさ
らいしてみませんか？平常時に準備しておけば、いざという時に慌てることも少なく

なるかもしれません。

https://blog.twitter.com/ja/2015/0831lifeline …

https://www.youtube.com/watch?v=GlL1AJ9B1ms
二代目竹山・九州の旅日田公演　新じょんから変奏曲 

https://www.youtube.com/watch?v=gDCU3dTl7mk
二代目 竹山・津軽山唄を独唱
 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638316630892761089/photo/1
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https://www.youtube.com/watch?v=gDCU3dTl7mk
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日14:57
０
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（９月１日）　不利な条件伏せ、その場で雇用契約書に署名迫る姑息な採用手口。アマ
ゾンの利用は出来るだけ控えよう。

http://85358.diarynote.jp/201509011855508661/
 
https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
「風に立つライオン」特別映像（主題歌フルバージョン） 

amaちゃんださんがリツイート 
本間　龍　　ryu.homma @desler · 13時間13時間前 
アマゾンジャパン、「予め残業70時間分込みの基本給」「4年勤続しないと満額貰えな
い自社株」…不利な条件伏せ、その場で雇用契約書に署名迫る姑息な採用手口
http://www.mynewsjapan.com/reports/2192

凄いな、ここまでブラックとは。アマゾンの利用は出来るだけ控えよう。

「ここは法律でひとを護れるところじゃないんだよ！」

 

https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
http://www.mynewsjapan.com/reports/2192


（９月２日）　バイトは休み。／「原子炉心の製造製鉄工場のある室蘭の線量急上昇」
。

http://85358.diarynote.jp/201509020934234372/

「高度に柔軟に、かつ、臨機応変に…」…（－－＃）…

2015年9月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：2015/09/01(火) 17:53 ID:XXXXXXXX
米国陸軍は放射能対策で重曹を推奨してるよ。1-2gを水にとかして飲むなど。
いろいろググってみ。

http://s.ameblo.jp/64152966/entry-11501651485.html …

https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY
進撃の巨人OP 【紅蓮の弓矢】高音質

おはようございます。

９月２日の９時４分でした。

バイトは休み。

札幌は２０℃。

…雨。…（〜〜＃）…

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年09月02日（水）【当日】
時刻　最大 最小 平均 有効数
01:00 0.041 0.041 0.041 6 
02:00 0.042 0.040 0.041 6 
03:00 0.041 0.040 0.041 6 
04:00 0.041 0.040 0.041 6 
05:00 0.041 0.040 0.041 6 
06:00 0.041 0.040 0.040 6 

http://85358.diarynote.jp/201509020934234372/
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07:00 0.041 0.040 0.041 6 
08:00 0.041 0.040 0.041 6 
09:00 0.042 0.042 0.042 6

…なにかな？この、

「原子炉心の製造製鉄工場のある室蘭の線量急上昇」は…？！

…（〜〜＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk
2CELLOS - Thunderstruck [OFFICIAL ] 
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2015年9月3日8:23
　

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報 2015年09月02日 17:08】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩北部］大雨

［石狩中部］大雨・洪水

［石狩南部］大雨

［中空知］大雨

［南空知］大雨

［後志北部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道 苫小牧市 １８８５人に避難勧告】
北海道苫小牧市は、大雨による土砂災害の危険性が高まっているとして、午後4時20分に、明徳町

https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk
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3丁目と4丁目の1025世帯1885人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/9ybdn4　
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（９月３日）　バイトは遅番。／被曝の危険信号！... 急激な体重増加、身体のむくみ
、息切れ、身体を動かしたときの胸部の痛みなど。

http://85358.diarynote.jp/201509030747471931/

9月3日の朝記。
2015年9月3日 ダイエット コメント (3)
　

　

おはようございます。

０７：１６です。

バイトは遅番。

起きたのは０５：０５．

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=mgnk5o5wTAI
荒野より／中島みゆき － ドラマ「南極大陸」主題歌 

札幌は雲の多い、まぁ「晴れ」。

気温２０℃。「ほぼ」無風。

…自転車、けっきょく、「試乗 兼 初通勤」！に、なってしまったので…。

遅番ですけど、一時間は早めに出ておきましょうね…。
（＾＾；）

（ダイエットのモチベを揚げるために、ハンジを貼っておきます…ｗ）
　

 
 

http://85358.diarynote.jp/201509030747471931/
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まぁ、昨日のベクレ雨は高プルームの襲撃とかじゃなくて、

むしろ「空気中の汚染を叩き落としてくれた除染雨」ということで…
（＾ｗ＾）ｇ

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年09月03日（木）【当日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6

https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI
中島みゆき「麦の唄」Music Video [公式]
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月3日8:16
大麻原理主義Ganjasta-bot @ganjastabot · 8月29日 
というわけでソロソロ離脱します。 Twitterと生活のバランスがとれてないので私も体重減りま
した。まぁ被曝で白血球ほとんど無いせいもありますがw でも関係ないです。何とかするという
意思のチカラで何とかするんです！ それがガンジャマンたるガンジャマンの美学ww では離脱。
。。
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kenji @buick54aki · 8月27日 
内部被曝は認知症を

急加速

歯は折れ

大腿骨頸部骨折

寝たきり

意識朦朧

急性うっ血性心不全

尿無

ガリなのに体重激増

夜間呼吸困難

肺水腫

心臓突然死(母)
AED も 心マもダメ
25万円で解剖
心臓 カチカチ
左心室壁肥厚 

Lightworker @Lightworker19 · 8月26日 
低線量被曝では、ガンにかかるリスクが増えるほかに、鼻水が出る、鼻汁が出る、鼻血が出る、

喉が痛む、咳が出る、湿疹 .... 急激な体重増加、身体のむくみ、息切れ、身体を動かしたときの胸
部の痛みなど　http://bit.ly/19qoADz

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月3日8:19
sakai meg @sakai_meg · 8月2日 
周囲でも内部被曝の症状が出てきている

http://prepper.blog.fc2.com/blog-entry-138.html …
現在は、疲労感が続いているだけで、ほぼ3.11の前の状態に戻りました。
やはり、頭痛、めまい、鼻血、耳鳴りなどより、なんといっても両足のむくみには驚かされま

した。

不正選挙監視団 @rigged_election · 6月20日 
【拡散】k2cyan 心臓がバクバク、足のむくみは、被曝の危険信号！！

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

2015年9月3日8:41

AKIRA 2024さんがリツイート 
超低浮上Miko ジプシー状態 65 @MikoBOT · 16時間16時間前 
私の避難の選択は放射能を怖がるというより、行政、学校の対応と自分の目でみた測定値と家族

に起きた体の異変で判断しました。毎日続く下痢、鼻血、口内炎、鼻の中のできもの。これらは

原発事故後に家族、友人におきた体の変化です　
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（９月３日）　くるみねぎ、あんパン。

http://85358.diarynote.jp/201509031558564135/

意外な美味しさ♪（パン屋さん必見？）o(^-^)o
2015年9月3日 グルメ
 

 
斬新なのに、懐かしい。

o(^-^)o

縄文時代のような味♪(^o^)／

http://85358.diarynote.jp/201509031558564135/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226


（９月４日）　言いたいことを我慢せず口に出せばよかった／能力の低い人ほど根拠の
ない自信に満ちあふれている。

http://85358.diarynote.jp/201509050153387708/

…すいませんね〜ぇ…★
2015年9月5日 家族・子育て コメント (3)
　

　

ついでに今、睡眠障害ですワ…
(-_-#)

 
   
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201509050153387708/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
http://85358.diarynote.jp/201509050153387708/
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http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月5日8:14
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
”良心をもたない人たち”
・治らないものを、治そうとしないこと。（相手は変わらない）

・同情からであれ、その他どんな理由からであれ、サイコパスが素顔を隠す手伝いは絶対にしな

いこと。

・自分の心を守ること。

・しあわせに生きること

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
”良心をもたない人たち”
・人に同情しやすい自分の性格に、疑問をもつこと。

（人をたえず傷つけておきながら同情を買おうと大げさに働きかけてくる相手に、ついほろりと

することが多い場合、あなたはサイコパスとかかわっている可能性が高い。）

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
”良心をもたない人たち”

・必要なときは、尊敬の意味を自分に問いなおすこと。

・ゲームに加わらないこと。（人の心をあおるのは、サイコの手口）

・サイコパスから身を守る最良の方法は、相手を避けること、いかなる種類の連絡も絶つこと。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
”良心をもたない人たち”
・どんな種類の関係であれ、新たなつきあいがはじまったときは、相手の言葉、約束、責任につ

いて、「3回の原則」をあてはめてみること。（嘘が3回ないかどうか）
・権威を疑うこと。

・ 調子のいい言葉を疑うこと。

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日10:36
　

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT2900UP】 能力の低い人ほど根拠のない自信に満ちあふれている。「ダニング＝クルーガー
効果」とは？ http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191924.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/643123247815331841/photo/1
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日23:49
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
抜粋な。

 
死ぬ直前に後悔する「5つのこと」

1.期待に応えるよりも、“自分らしく”生きればよかった
2.あんなにがむしゃらに働かなくてもよかった
3.言いたいことを我慢せずはっきりと口に出せばよかった
4.もっと友達と連絡をとればよかった
5.もっと自分の幸せを追求すればよかった
 
 

https://twitter.com/karapaia/status/643123247815331841/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月４日）　バイトは遅番／サイコパス…能力の低い人ほど根拠のない自信に満ちあ
ふれている。／言いたいことを我慢せずはっきりと口に出せばよかった。

http://85358.diarynote.jp/201509040907302025/
2015年9月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
https://www.youtube.com/watch?v=tE_7Yx3p5kE
あまちゃんオープニングテーマ高音質 

おはようございます。

０８：１７。

札幌の気温２０℃。

昨日の予報を完全に蒸し…じゃない、無視した、降水確率９０％の土砂降り。
（－－＃）

バイトは遅番。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509050153387708/

…すいませんね〜ぇ…★
2015年9月5日 家族・子育て コメント (3)
　

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509040907302025/
https://www.youtube.com/watch?v=tE_7Yx3p5kE
http://85358.diarynote.jp/201509050153387708/
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ついでに今、睡眠障害ですワ…
(-_-#)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月5日8:14
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
”良心をもたない人たち”
・治らないものを、治そうとしないこと。（相手は変わらない）

・同情からであれ、その他どんな理由からであれ、サイコパスが素顔を隠す手伝いは絶対にしな

いこと。

・自分の心を守ること。

・しあわせに生きること

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

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


”良心をもたない人たち”
・人に同情しやすい自分の性格に、疑問をもつこと。

（人をたえず傷つけておきながら同情を買おうと大げさに働きかけてくる相手に、ついほろりと

することが多い場合、あなたはサイコパスとかかわっている可能性が高い。）

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
”良心をもたない人たち”

・必要なときは、尊敬の意味を自分に問いなおすこと。

・ゲームに加わらないこと。（人の心をあおるのは、サイコの手口）

・サイコパスから身を守る最良の方法は、相手を避けること、いかなる種類の連絡も絶つこと。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
”良心をもたない人たち”
・どんな種類の関係であれ、新たなつきあいがはじまったときは、相手の言葉、約束、責任につ

いて、

「3回の原則」をあてはめてみること。（嘘が3回ないかどうか）
・権威を疑うこと。

・ 調子のいい言葉を疑うこと。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日10:36
カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT2900UP】 能力の低い人ほど根拠のない自信に満ちあふれている。「ダニング＝クルーガー
効果」とは？ http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191924.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/643123247815331841/photo/1

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日23:49
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/karapaia/status/643123247815331841/photo/1
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抜粋な。

死ぬ直前に後悔する「5つのこと」
1.期待に応えるよりも、“自分らしく”生きればよかった
2.あんなにがむしゃらに働かなくてもよかった
3.言いたいことを我慢せずはっきりと口に出せばよかった
4.もっと友達と連絡をとればよかった
5.もっと自分の幸せを追求すればよかった
 
 



（９月５日）　バイトは中番。

http://85358.diarynote.jp/201509050827498800/

９月５日の朝記。

2015年9月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

あらためまして、おはようございます。

０７：４７。バイトは中番。

札幌の空間線量は昨日の最高０.０５４μ。

今は０.０３９μ？

晴れだか曇りだかの境目の空模様。

気温、１８℃…　（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=tt2NIDtp-Ls
Rolling in the Deep - Adele (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

…いい弦だ…♪

http://85358.diarynote.jp/201509050827498800/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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宇宙天気ニュース @swnews · 24 分24 分前 
[記事] 太陽風は480km/秒とやや高速の状態です。磁気圏もやや活動的です。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.7】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 37.8km 2015/09/05
01:52:12 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OhKG9r (USGS)http://j.mp/1LPtDeA

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M4.5】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 46.4km 2015/09/04
22:35:37 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1NRJexv (USGS)http://j.mp/1KPfK1n

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ27.3km 2015/09/04 22:52:38 http://j.mp/1hH9PzH

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 鶴居村 
【M2.6】釧路地方 深さ88.9km 2015/09/04 22:46:24
(G)http://j.mp/1i18xQO (Y)http://j.mp/1XpJk2K

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.8】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 36.3km 2015/09/04
21:48:55 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1IOlQJn (USGS)http://j.mp/1OgQPmn

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.9】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 42.1km 2015/09/04
21:42:06 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OgOvM0 (USGS)http://j.mp/1Kviu5F

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.8】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 46.4km 2015/09/04
21:24:24 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1EFmQov (USGS)http://j.mp/1OgL3kP

震マップ @eq_map · 10時間10時間前 

http://swnews.jp/
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【M4.8】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 29.3km 2015/09/04
21:15:42 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OgJkf8 (USGS)http://j.mp/1OgJlzT

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月04日 16:07】
北海道地方は、引き続き４日夜のはじめ頃にかけて、大雨による低い土地の浸水や土

砂災害に、５日明け方にかけて河川の増水に注意してください。

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ44.9km 2015/09/04 13:48:50 http://j.mp/1JS9fWo

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 幕別町 
【M3.1】十勝地方 深さ67.1km 2015/09/04 13:41:06
(G)http://j.mp/1JRZlbN (Y)http://j.mp/1QcABfe (アニメ)http://j.mp/1QcAD6P

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ46.0km 2015/09/04 09:33:51 http://j.mp/1JFstSd

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M3.2】根室半島沖 深さ21.7km 2015/09/04 08:34:12
(G)http://j.mp/1JRniji (アニメ)http://j.mp/1Fm3Tld

宇宙天気ニュース @swnews · 23時間23時間前 
[記事] 太陽風磁場が強まって、磁気圏の活動を高めています。 http://swnews.jp
#swnews

https://www.youtube.com/watch?v=Ry4BzonlVlw
The Cello Song - (Bach is back with 7 more cellos) - ThePianoGuys
 
 

http://j.mp/1OgJkf8
http://j.mp/1OgJlzT
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（９月６日）　バイト厄日　　（９月７日）　バイト休み。界面活性剤はバリアとなり
得る油も破壊します。　　（９月８日）　親戚と縁戚と同級生の姑さんから電話…

http://85358.diarynote.jp/201509061001277248/
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月6日20:33
　

バイトは厄日でありました！

┐(’〜`；)┌
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509070907011422/

何を守りたいのか／私は、このままの垂れ死に

するなら、戦って死ぬ。　（９月７日の朝記。

）

2015年9月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
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https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
陣内大蔵 - 君を信じてる 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍 @matayoshitatsu · 3月12日 
RT@ST0NES”@k2cyan政治変えるにしても、健康でなければ始まりませんね。政治変
えたければ、汚染地域でどんなことするよりも効果があるのは、移住する事です。例

えどんな政治になったとしても

汚染地域には、安全はないんですからね。"

おはようございます。

０８：３１になっちゃいました。

今日はお休み。

札幌は晴天！（＾ｏ＾）！

あまりにお天気がいいので、６時半には起きだして、洗濯して、

外干し！

してあります…（＾ｗ＾）ｇ

「このご時世」に…、なんて最高の贅沢！

！（＾Ｏ＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=yymmneWWvKA
KOKIA (english subs) ~ Love is us, love is earth 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【全国の天気 2015年9月7日】
今日は東北〜九州の広いエリアで傘の出番となります。特に関東南部と静岡では朝、

強雨や雷に注意が必要です。時間に余裕をもって通勤・通学を。一方、北海道では穏

やかな週スタート。朝晩は肌寒く、昼間は快適な陽気です。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
https://www.youtube.com/watch?v=yymmneWWvKA


このところの異常な気象状態とか。

最近は特に太陽の活動による影響が大きいと思う。磁気嵐が頻繁に起こる。この地球

って、太陽が無いと、一瞬で滅びる。人類にとっての「太陽の存在」という事を真剣

に考えなければいけない時だと思うけどね。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
シマシマネコのママ @simanekomama · 9月3日 
@0130nishijun @xtraheavy 
先日の　北海道のオーロラです

http://www.asoview.com/article/prefecture/hokkaido/1105/ …

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

…聴き飽きない…（＾ｗ＾）ｇ

なんてすてきなメロディライン…♪

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9月5日 � 長野県 上田市 
口内炎は2011より0(6年くらいなし)
防御力を上げるには界面活性剤と殺菌を捨て去る事が大切

界面活性剤はバリアとなり得る油も破壊します。自分でバリアを剥いだら世話ない訳

です

菌は免疫を上げ生きたバリアとして活用できます

ただ食べない、飲まない、吸わないでは不十分でしょう。

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 9月5日 
@snoopymaygon @akira_pt4ever 体内の酸化を防ぐのが乳酸菌なのでドンドン飲んで
くださいね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 9月5日 
「SrやPuがカルシウムと間違われて骨に沈着しないように（予防的用法）、カルシウ

http://www.asoview.com/article/prefecture/hokkaido/1105/
https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk


ム＆マグネシウム＆ビタミンDのサプリを摂るように」とバンダジェフスキーが言って
いたけど、この２つの核種に限らず、ホ一般が出すフリーラジカルによる酸化からの

防御という意味でもミネラル強化が必要なんだな。

そして音楽と漫画！

「感動」と、「好奇心」…！

https://www.youtube.com/watch?v=zvcJMlIFW9A
Demons - Imagine Dragons (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

あと、「勇気」かな…？

どんな悲惨でも、地獄の苦痛であろうと…

「笑い飛ばしてやる！」という…

…【覚悟】…？…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
Fix You / Clocks - Coldplay (violin/cello/bass mashup) - Simply Three

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
負けると分かっていても、戦わなければならない時がある。

しかし、その負けは決して無駄では無い。その戦う姿を見せる事が重要なのだ。

もうリミットは超えた。東京を捨て西へ避難する事だ。

私は、このままの垂れ死にするなら、戦って死ぬ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
賢く立ち回ろうとか、都会の快適な生活を捨てられないとか、今より生活レベルを下

げたくないとか、お金が無いとか？

もう、本当に大切なものが見えなくなっている。

大人達が身を持って示さなければ、子供達が犠牲になっていく。

100万人が東京を捨てて、西へ避難するれば、変わる。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=zvcJMlIFW9A
https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU


九州出身の若者が東京の会社に内定が決まったと言い、もう一人の19歳の女の子が千
葉県柏市の会社に内定が決まったと喜んでいた。

何も言えなかった。

大人の責任だ。未来ある若者達が犠牲となっていく。

大人達が自らの命を賭けて守らなければならない。

太平洋戦争の時と何も変わっていない。

AKIRA @AKIRA23150220 · 9時間9時間前 
福島第一原発事故による放射能汚染は、踏み絵だ。

放射能が人類史上最悪、最強の毒である事は誰でも理解できる。

しかし、その毒は目にも見えず、匂いもしない。今まで信じて来た国は放射能汚染は

風評だと言う。

じっくりと自分の心、内面に問うべきだ。

何を守りたいのかを。

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
Coldplay - Paradise (Peponi) African Style (ft. guest artist, Alex Boye) - ThePianoGuys
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509081456509304/

大マガツミの、ミチル時。ヽ（・＿・；）ノ
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今日のバイト前半戦だけで、

父方の福島で被曝した親戚と、

母方の山形で被曝中の縁戚と、

高校の同級生の同居お姑さん。

からの電話を受けた…

　…(‾○‾;)…

いずれも面識はないのだが、

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
http://85358.diarynote.jp/201509081456509304/
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珍しい名前と現住所から、

おそらく間違いないと…

(・ω・;)(;・ω・)

今朝の明け方の、

千葉で被曝中で被曝死目前の姉に追いかけ回されて逃げまくるという、

意味深すぎる夢見といい…

ヽ（・＿・；）ノ

「何か」がもう、目前なのだと思う…
 
    



（９月９日）　さてバイト…。意地でもヤケでも、平常性！　日常バイアス…ッ！

http://85358.diarynote.jp/201509090826576156/

【浜岡原発=地震+台風直撃】／メルトダウンしてるかな／残され
た家族が生活を立て直すための支援制度が紹介されています／食

べて応援=体重３０kg台／アタマおかしいんだよね。

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

飯山一郎 @iiyama16 · 5 時間5 時間前 
フクイチの臨界デブリの問題を解決する方法は、荒療治でもＯＫ！ということにな

れば、非常に簡単に出来る。それは原爆を撃ちこんで爆破する「爆破破砕法」だ。こ

れを米軍が狙っている！という噂の真偽は？（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09091 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
福島原発の事故処理などの事はこの電話で教えてくれますよ。どんどん電話で問い合

せた方が良いです。

ただし注意とすると、東電＝加害者への問い合わせですが、なぜか、我々は被害者な

のに、有料電話になります。　@_mmaarrii
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641250061813346305/photo/1
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おはようございます。

０７：５４。

札幌２０℃。

高くて白い曇り空。無風。

予報は午後から雨？予報。

線量やや高め…（０。０４１μ！）

https://www.youtube.com/watch?v=c0dJ178Bgxg
The Piano Guys 

列島ドテッパラに台風直撃中。

とにかく環太平洋全域、地震が多い…。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【愛知 豊橋市の３地区に避難勧告】
愛知県豊橋市は市内を流れる梅田川の水位が上がり避難判断水位を越えたことなど

から、午前6時10分に浜道町と駒形町、一色町の3つの地区の162世帯、合わせて378人
に避難勧告を出しました。

http://nerv.link/G3ca9S

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
（続き）大雨は１０日も続く見込みです。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3 時間3 時間前 
09日04:45現在、大雨のため、土砂災害の発生しやすくなっている地域があります。
【土砂災害警戒情報】

・宮城県：山元町(09日04:38)
・福島県：新地町(09日04:40)
・鳥取県：鳥取市北部、鳥取市南部(08日21:30)

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3時間3時間前 
09日03:50現在、台風18号は浜松市の南約180kmにあり、中心気圧は985hPa、北
に35km/hの速さで進んでいます。暴風域はありませんが、強風や高波に十分な警戒が
必要です。

https://www.youtube.com/watch?v=c0dJ178Bgxg
http://nerv.link/G3ca9S
https://twitter.com/rescuenow_net/status/641336882790572034/photo/1


https://twitter.com/rescuenow_net/status/641336882790572034/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
#浜岡原発 地震情報@Official_Chuden
静岡県西部http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=443 …
駿河湾http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=485 …
伊豆大島近海http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=480 …
首都圏の放射線量http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
おまえら中部電力、#浜岡原発 の周辺で、このところ群発地震が続いてるのは知ってる
よな。なぜ大勢の国民を不安にさせたまま何も言わないんだ？何か隠し

てる？@Official_Chuden■切れた電線は大変危険です■異常箇所にお気づきの方は最
寄りの中部電力までご連絡をお願いいたします。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
2015.09.08_21.00-00.00.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=7SP6U2ubkWY …
なんかもう遠慮なくピカピカ光っちゃってるんですけど、F1。
2号機の脇で炸裂してる‥あれは何？照明ではないだろ。
この世のモノとはおもえない。#東電の原発事故

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
昨日から今日9月8日にかけても、また地磁気が乱れてる。
太陽が原因。まだしばらくは異常な気象が続く条件が揃ってるから、ほんと注意した

方が良いですね。それと台風が抜けた後「気圧」が変化した後の地震や火山活動。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9時間9時間前 
今夜は盛大にホ霧が吹き出しています。

https://twitter.com/molderlyouma/status/641256354267598848 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 9時間9時間前 
まさか人工核種のU233が散らばる原発周辺に「帰るんだ」などとわずか５年でなろう
とは思いもしなかった

飯館方面ばかり調べてフクイチ周辺は見なかった

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=443
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=485
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=480
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo
http://www.youtube.com/watch?v=7SP6U2ubkWY
https://twitter.com/molderlyouma/status/641256354267598848


出てますねえ

http://www.globaldirt.org/map/index.html 
常磐自動車道も開通して 
https://twitter.com/kokikokiya/status/641263320167649281/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9時間9時間前 
名無し：09/08 22:26
川島なお美、食べて応援（2011年6月26日）
http://ameblo.jp/naomi-kawashima/entry-10934778314.html …
これのせいでがんなったんじゃない？

#体重３０キロ台 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/641254448598126592/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
駿河湾の地震。この10年の有感地震の履歴
2004年〜2008年は、非常に少なく、2009年に突然、多くなり、2010年は、たったの
2回。2011年3.11以降、再び増え出してる震源。　今日のは、久々に大きな規模。要注
意ですね 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今日、9月8日の早朝。
福島原発１号機の「高線量の放射性物質の飛散防止の屋根カバー」

撤去時の動画。（https://www.youtube.com/watch?v=Z9gRmFS1xr8 …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641233289248768000/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
２つの台風が来てるのに

今日、福島原発の「高線量の放射性物質の飛散防止のカバー」を撤去してる

こんな悪天候の時にやらなくてもいいのに。アタマおかしいんだよね。強風で、また

放射性物質が飛散する。風向き見てマスクした方が良いです

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
突然、表れた台風18号。
このまま行くと、明日は日本海側の「原発密集地＝原発銀座」を、もろ直撃の進路。

もう原発は止めろってことだろうね。

http://www.globaldirt.org/map/index.html
https://twitter.com/kokikokiya/status/641263320167649281/photo/1
http://ameblo.jp/naomi-kawashima/entry-10934778314.html
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/641254448598126592/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Z9gRmFS1xr8
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641233289248768000/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 12時間12時間前 
雨やまないんですけど〜

今月は5日以外ずっと雨ですけど！
先月末からずっと雨です。

理解できないです。

もちろん太陽もありません。

理解できないです。

意味が分からないです。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
iirgi意識遠い系 @Takeru_Hiiragi · 12時間12時間前 
震源地こわい 
https://twitter.com/Takeru_Hiiragi/status/641210268777734144/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12時間12時間前 
浜岡でメルトダウンしてるのかな

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【地震情報 2015年9月8日】
20時22分頃、駿河湾を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規
模はM4.9、最大震度3を静岡県で観測しています。この地震による津波の心配はありま
せん。 
https://twitter.com/UN_NERV/status/641211280510971904/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
モルダー龍馬 @molderlyouma · 13時間13時間前 
三重県の線量が0.1μ㏜を超えている！2015.9/8 (再掲) 

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【浜松市 ４地区の避難指示を勧告に切り替え】
浜松市は、東区の笠井、和田、長上、それに南区飯田の4つの地区の合わせて2万7462
世帯7万3646人に出していた避難指示について、午後6時20分に避難勧告に切り替えま
した。

http://nerv.link/raunt6

https://twitter.com/Takeru_Hiiragi/status/641210268777734144/photo/1
https://twitter.com/UN_NERV/status/641211280510971904/photo/1
http://nerv.link/raunt6


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 17時間17時間前 
ありえますね。

http://twitter.com/ST0NES/status/625664356735283201 …
http://twitter.com/ST0NES/status/625660704444383232 …
3号機のカバー建設も、そのメクラマシかも。
http://twitter.com/ST0NES/status/632592056444030976 …
@Me_We_Me_We 3号機周辺へ埋めた核燃料を今ごろ掘り出して移動している？

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
NHK静岡放送局では、大雨の情報について特設ページを開設しています。
http://nerv.link/ph1LAb

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 17時間17時間前 
国有化された #東電の原発事故 の汚染水処理に30億円投入する前に
http://twitter.com/search?q=504468918669299712&src=realtime=default&f=tweets …
テハズ通り大々的に海を汚し、こういった報道で、

もっと深刻な事態を隠している日本政府。

@kahoku_shimpo汚染雨水が港湾外に流出@TEPCO_Nuclear

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【NHK静岡放送局 大雨情報】
中区の森田町ではＪＲ東海道線のガード下の道路が冠水しているということです。

また、磐田市によりますと、同じく冠水の被害が２３か所あるということです。

浜松市中区蜆塚１丁目では住宅の裏の斜面が崩れて敷地に土砂が流れ込みました。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【NHK静岡放送局 大雨情報】
台風１８号と前線の影響で県内はほぼ全域で雨が降り続き浜松市では降り始めからの

雨量が３００ミリを超え平年の９月ひと月分を超える大雨になっています。

気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけてい

ます。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【浜松市南区で新たに約３万人に避難勧告】

浜松市は、市内を流れる高塚川の水位が上がったとして、午前11時50分に、南区の可
美地区と新津地区の1万1105世帯、合わせて2万9557人に新たに避難勧告を出しました
。

http://twitter.com/ST0NES/status/625664356735283201
http://twitter.com/ST0NES/status/625660704444383232
http://twitter.com/ST0NES/status/632592056444030976
http://nerv.link/ph1LAb
http://twitter.com/search?q=504468918669299712&src=realtime=default&f=tweets
http://nerv.link/GS3Mu5


http://nerv.link/GS3Mu5

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【浜松市 ４地区 ７万人余に避難指示】
静岡県浜松市は、市内の安間川が氾濫するおそれがあるとして、午前11時50分に、東
区の笠井地区、和田地区、長上地区、南区の飯田地区の4つの地区、2万7462世帯7
万3646人に避難指示を出しました。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 22時間22時間前 
08日09:50現在、台風18号は父島の西約400kmにあり、中心気圧は996hPa、北
に25km/hの速さで進んでいます。暴風域はありませんが、強風や高波に十分な警戒が
必要です。 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/641057421591343104/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【浜松市 １２万人余に避難勧告】
静岡県浜松市は午前8時半に、市内を流れる安間川と芳川の水位が上がったとして、南
区の芳川地区、五島地区、飯田地区、東区の蒲地区、笠井地区、和田地区、長上地区

の合わせて4万8634世帯、12万8510人に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【避難の目安】

▼避難指示：直ちに避難してください。身の安全を確保してください。

▼避難勧告：避難することをお勧めします。

▼避難準備情報：避難の準備をしてください。お年寄りや身体の不自由な方など、避

難に時間のかかる方や不安な方は早めに自主避難をしてください。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9月7日 
東京防災…253ページ〜住宅が全壊した。家族が亡くなった。など場合に、残された家
族が生活を立て直すための支援制度が紹介されています。 
東京防災

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/book/

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
ビキニ核実験「漁民の病気の原因は、放射能ではなく、飛び散った珊瑚礁の化学作用

https://twitter.com/rescuenow_net/status/641057421591343104/photo/1
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/book/


によるものとせよ。」（ホワイトハウスの文書）

chidori @chidori6 · 9月7日 
〔フクイチ核惨事　被曝棄民〕★　日本政府は米政府の指示で東北自動車道を、米国

人（その日本人妻）だけに解放、脱出のバスの車列は、仙台・勾当台公園前から、ナ

リタに向け、次々に出発 http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/post-
78e4.html#more …

AKIRA 2024さんがリツイート 
波座魔っ健痔〜 @an_zurich · 9月6日 
波座魔っ健痔〜さんがリツイートしました こころころ
殆どの日本人は政府やマスゴミが報道しない事は存在しないものと思い込まされてる

から、どんなに体調が悪かろうが駅や道端でバタバタと人が倒れていようが知人の訃

報が増えようが、何故？と自分で真実を探す習慣を放棄した怠け者、とも言える鴨w

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6 時間6 時間前 
地震にゲンパツ事故に

ヒトの生息区域を故意に狙う自然ではない台風に、核廃棄物に‥

音楽ネタやってる場合ではないんだけどね。

#KeithRichards あたらしいプロモ・ビデオの紹介してるとこ、あったよ。
http://stonesplanetbrazil.blogspot.com/2015/07/agora-sim-assista-ao-novo-video-de.html
…
@Plutokun_Bot

https://www.youtube.com/watch?v=l-9VZZWtMfQ
2CELLOS - They Don’t Care About Us - Michael Jackson [OFFICIAL VIDEO]
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月9日8:52

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/post-78e4.html#more
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さてバイト…。

意地でもヤケでも、平常性！

日常バイアス…ッ！



（９月９日）　残業１５分でバス待ちで丸一時間。　　（９月10日）　バイトは休み
。

http://85358.diarynote.jp/201509091545287242/

重陽の重用。(‾○‾;)
2015年9月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

９月９日の、

７時１７分を見たくらいなら、

偶然で済ますんだけど。(^_^;)
 
バイト休憩の度に、

１時１１分を見て、

３時３３分を見て…(・_・;)…

変に営業成績？はイイし、

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509092050562438/

「喰える時に食っておけ。」

2015年9月9日 ダイエット コメント (11)
　

http://85358.diarynote.jp/201509091545287242/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509092050562438/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201509092050562438/


…え〜っと…(^_^;)

…あれ…？(^。^;)？…
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月9日21:18
だってベクレ雨が降りだして、

さらに残業１５分のおかげで、

次のバス待ちで

丸一時間なんだもん…っっ！

…(^人^;)…

 
…いゃ、この皿数の
言い訳にはならない…(^_^;)…

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


 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509101014021569/
2015年9月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

あらためまして、おはようございます。

０９：３８になっちゃいました。

バイトは休み。

札幌は１９℃。

高く白い曇天。無風。

予定は「終日ひきこもり」。

午前はＰＣと二度寝。

午後は家事…。
 
 

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509101014021569/


（９月10日）　来週バイト先の強制健康診断が課されているので（疾病が見つかっ
たら、医療保険料を使わせる前に退職を強要するというアカラサマで姑息なイヂメ…(-
_-#)…

http://85358.diarynote.jp/201509102031134304/

「歴史にもしもは禁物だが。」

2015年9月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
 
（前々前項参照）

しかしながら、もしあのまま、

軽井沢や百草園にしがみついて暮らしていたら…

ヽ（・＿・；）ノ

いま現在、間違いなく、

全身濡れ栗鼠で避難所にいるか

床上浸水遭難中かのどっちかで…
(・ω・;)(;・ω・)

少なくとも間違いなく、

漫画は全部、

水没していたでしょおね…

ヽ（・＿・；）ノ

勘と根性だけで判断して、

命賭けで逃げ出して、

なんのアテも無く放浪しかけて生活保護を受け、

ホームレスにもなりかけたのに…

結局いま、

札幌でぬくぬくしている。

http://85358.diarynote.jp/201509102031134304/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509102031134304/


…！(^。^;)！…

私は、本当に【運が強い】…

(≧ω≦)b

https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
Fix You / Clocks - Coldplay (violin/cello/bass mashup) - Simply Three 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日20:34
す速く避難！

した者の勝ち！(^O^)！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日23:10
　

洗濯と洗髪して、ついでに夏のあいだ傷め放題だった毛先をバッサリ伐採しました…(^_^;)

ぃえ、来週バイト先の強制健康診断が課されているので（疾病が見つかったら、医療保険料を使

わせる前に退職を強要するというアカラサマで姑息なイヂメで…(-_-#)…）

ダイエットが頓挫してリバウンド２kg？の分を、小手先ならぬ毛先カットで、５００ｇぐらい減
らしておこうかな〜…と…σ(^◇^;)。。。
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日23:38
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土鍋でパスタ茹でて、レトルトカレー載っけて温っためてますなう。(^_^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日23:39
　

漫画読んでぬくぬく寝るさ〜☆
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（９月11日）　晴れてるので歩きます。一時間早く出ないとね…。

http://85358.diarynote.jp/201509110801059506/

本日【９．１１】／飯館村で４００ミリの降水／フクイチは「線

状降水帯」集中豪雨。

2015年9月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera · 6時間6時間前 
@toy2bkk @mariyatomoko @tim1134 今夜フクイチは「線状降水帯」集中豪雨という
名の気象兵器によって目下、攻撃されています。台風の渦にかき回され海へ、地下水

へ大気へと環境に放射能汚染物質が拡散されています。私の喉は痛み眼球から出血。

血の涙を流しています。

https://www.youtube.com/watch?v=802m4gzuyHk
"Say Something" (A Great Big World) Cello and Piano Cover by Caitlin & Max 

おはようございます。０７：２９です。

札幌２１℃。雲が多めだけど…晴れ？

微風、乾燥。…快適です…♪
まどべには夕べの洗濯物をずらずら…☆

予報だと降水確率９０％くらい？だったのでバス通勤の予定（だから自転車は置いて帰って来た

）だったんですが…

晴れてるので大魔王ダイエット！と唱えながら歩きます…（＾＾；）…
 
ので、一時間早く出ないとね…（＾へ＾；）…

ってことで、もうあまり時間がありません。

自衛隊のバカどもが、実弾演習やってやがってて五月蠅いです…★

https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

Makoto Shibata @bonaponta · 4分4分前 
フクイチが毎日３００トンの汚染水放出。→トリチウム水が異常気象過激化。→１０

年１度のはずが毎年起きることに。→土人官僚発狂。

「１０年に１度の大雨に耐えるため」（同省）w
記録的な豪雨、改修予定の堤防襲う　鬼怒川決壊

http://www.asahi.com/articles/ASH9B5JTLH9BUTIL034.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 相馬市の一部に避難勧告】
福島県相馬市は市内を流れる宇多川が氾濫危険水位に達していることから、11日午前4
時までに中野寺前地区、南飯淵地区、岩子稲田地区、岩子北稲田地区、北飯渕1丁目、
北飯淵3丁目、中村砂子田地区の708世帯に避難勧告を出しました。

インドア派キャンパー @I_hate_camp · 3時間3時間前 
フクイチのあたりが赤いけど、大丈夫かね？ 

http://85358.diarynote.jp/201509110801059506/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509110801059506/
https://www.youtube.com/watch?v=802m4gzuyHk
https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
http://www.asahi.com/articles/ASH9B5JTLH9BUTIL034.html
https://twitter.com/I_hate_camp/status/642067690882904064/photo/1


https://twitter.com/I_hate_camp/status/642067690882904064/photo/1

ゆり @Liliumoon · 3時間3時間前 
フクイチ崩壊したりしないよね…
地面がゆるゆるになってるんじゃ…
というか、4 年半倒れずにもってるのが既に奇跡なのかな。

不正選挙監視団 @rigged_election · 4時間4時間前 
【拡散】周辺地域で線量が1000倍に急上昇！ “フクイチ”で何かが起きている!?　４月
６日から８日に突如として高い線量を検出した南相馬市のモニタリングポスト。特に

常磐自動車道の鹿島SAでは５５μSvという通常の１０００倍もの数値を記録
　http://bit.ly/1HNJjja

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 5時間5時間前 
フクイチの建屋の高線量瓦礫がクレーン撤去されているんだけど、片付けられた瓦礫

が消滅したわけじゃない。隣接の東電敷地に運ばれて埋設されているに過ぎない。で

、この記録的な雨で埋設地がどんな状態になっているのか。まったく報道されない。

un志水　満 @tennsi21 · 7時間7時間前 � 東京都 大田区 
２つ目のミニ太陽の恐怖〜濃霧にご用心〜 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=306441&g=131208 …：フクイチの露天の原子炉から全核種のホッ
トパーティクル（超微粒子の放射性物質）が青空天井＝開放空間に向けて噴出され、

拡散しているのだ。 
https://twitter.com/tennsi21/status/641997024695422976/photo/1

un志水　満 @tennsi21 · 7時間7時間前 � 東京都 大田区 
この雨でフクイチは決定的な状況になった〜日本では表に出ない海外記事

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307463&g=131208 …：最大の問題は、
原子炉炉心のメルトスルー…汚染水が港の中に閉じ込められているはずもなく、汚染
水は直接太平洋に漏れている 
https://twitter.com/tennsi21/status/641994688065462272/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
やっぱり、いつもとは違うみたいね。

カウント数が多め。おとといフクイチの屋根カバーを外したのが、ランダムに飛んで

来てるね。久々に線量がおかしい。今日の夕方から「あれ？変だな？」と思って、様

子をみてたけど、明らかにいつもと違う放射線のカウント数。

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 9時間9時間前 
飯館村で４００ミリの降水。フクイチの汚染水タンクを囲う堰の水位が上昇して、４

時間にわたって外に漏れ出た恐れがあるという。地上だけの水位じゃないよ。地下水

位だって上昇する。それがニュースになって出てこない。

かおなし @cocorono121 · 17時間17時間前 
フクイチから汚染水外洋流出…台風の雨が溢れポンプが許容量を超えたって雨漏りみ
たいなレベルで報道チラッとしてますけど…普通これ号外レベルの事故ですよ しかも
外洋流出７回目です 私が前面に立つとの完全ブロックの最高責任者は趣味の安保に夢
中です

https://www.youtube.com/watch?v=VppUsXzbUkY
Yanni - Concert 2006

特務機関NERV @UN_NERV · 6 分6 分前 

http://bit.ly/1HNJjja
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306441&g=131208
https://twitter.com/tennsi21/status/641997024695422976/photo/1
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307463&g=131208
https://twitter.com/tennsi21/status/641994688065462272/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=VppUsXzbUkY


【宮城 多賀城市の全域 ６万２０００人余に避難勧告】（続き）
市内の12か所に避難所を開設しています。
（2015年9月11日 7:50 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 7分7分前 
【宮城 多賀城市の全域 ６万２０００人余に避難勧告】
宮城県多賀城市は市内を流れる七北田川の水位が上がったため、11日午前4時10分、市
内全域のおよそ2万5772世帯、6万2452人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/0Hca4y

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【宮城 塩釜市内全域に避難勧告】
宮城県塩釜市は、大雨による被害のおそれがあるとして、午前4時半、市内全域のおよ
そ2万3000世帯、5万6000人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/2suh48

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3時間3時間前 
〔特別警報〕宮城県に大雨特別警報発表　直ちに命を守る行動を（レスキューナ

ウニュース） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150911-00000004-
rescuenow-soci … 

ＮＨＫ生活・防災からのTwitterアラート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 5時間5時間前 
【宮城県に大雨の特別警報】宮城県では非常に激しい雨が降り続き、記録的な大雨

となっていて、気象庁は先ほど宮城県に大雨の特別警報を発表しました。宮城県では

これまでに降った大雨で甚大な災害の危険が迫っています。土砂災害や川の氾濫、浸

水に最大級の警戒が必要です。＃宮城＃大雨 #alert

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 11時間11時間前 
#避難情報(10日21:00現在)
【避難勧告】

・山形県：最上町

・福島県：いわき市

・茨城県：つくばみらい市、つくば市、古河市、土浦市、常総市、水戸市、境町、石

岡市、筑西市、龍ケ崎市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 11時間11時間前 
#避難情報(10日21:00現在)
【避難指示】

・茨城県：下妻市、古河市、常総市、牛久市、筑西市、結城市、八千代町

・栃木県：野木町、宇都宮市、小山市、栃木市、鹿沼市

…被曝の酷い地域の「証拠隠滅」作戦のための人造台風じゃないの…？？

（収穫期の食料生産地域が全滅…！）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 27分27分前 
小山市社協ボランティアセンター(浸水：9/10〜)
http://www.rescuenow.net/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%83%85%e5%a0%b1/2248
…
9月10日、栃木県の小山市社会福祉協議会は、台風による浸水被害被災者支援のため、
ボランティアの派遣を行います。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 11時間11時間前 

http://nerv.link/0Hca4y
http://nerv.link/2suh48
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150911-00000004-rescuenow-soci
http://www.rescuenow.net/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%83%85%e5%a0%b1/2248


#避難情報(10日21:00現在)
【避難勧告】

・栃木県：野木町、下野市、佐野市、大田原市、宇都宮市、小山市、上三川町、茂

木町、那須塩原市、鹿沼市

・千葉県：八千代市、印西市、木更津市、柏市

ハル明の家は水没したなこりゃ…ｗｗ

（…にしても…、

【原発事故なのにタカをくくって逃げなかった愚か者たちへの天罰】級の、

「ミゾユウの」大騒ぎだねぇこりゃ…★）

埒不埒 @hurati · 6時間6時間前 
5年後、東京五輪なんてやっても経済が破綻して庶民は派遣労働者化して働きづめで疲
弊してスポーツ観戦どころじゃなくなってフクイチは更に酷くなって諸外国が棄権。

競技は成り立たなくなって競技場はガラガラ。街は警備のために閑散。巨大な借金が

残り、潤うのはD通とメガ土建屋のみ。だからやめよう

 

カラパイア @karapaia · 2 時間2 時間前 
【RT100UP】 このままシベリアは飲みこまれるのか？巨大な陥没穴の幅が9か月で4倍
に（ロシア） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200445.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/642075105669967872/photo/1

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT1300UP】 でもこれ石なんです。ケサランパサランみたいなモッフモフな鉱物「
オケナイト」 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191447.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/642053708642017280/photo/1

白兎さんの「イメージ石」これにしようｗｗｗ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月11日8:04
時間だ…☆
今日も平和な札幌で、日常性バイアスしてきま〜す…♪
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（９月12日）　バイトは中番。バイト厄日。(∋_∈) ／「元バイト先」直撃…【震度
５弱】。

http://85358.diarynote.jp/201509111508425699/
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月12日6:34
　

…【実家直下】型、震度５弱！
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509120832279223/

【死ね！】…（逃げないヤツは、死ぬヤツだ。
）

2015年9月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月12日6:34

…【実家直下】型、震度５弱！
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https://www.youtube.com/watch?v=AxEpRdesqrE
VAMPS - GET AWAY 

あらためまして、おはようございます。

０７：５９です。

札幌は２１℃。無風。降水確率５０％。

明け方に降った雨はソコハカとなく有害な、

「灼け焦げた重金属」含有。おそらくメイドインちゃいな…（－－＃）…★

バイトは中番。筋トレ魔神で行けるかな…？？

https://www.youtube.com/watch?v=e32tkNgQRtA
Jessie J Get Away lyrics 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
12日05時49分
震源地：東京湾（北緯35.532度、東経139.818度）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642468335183986689/photo/1
TOKYO BAY 09-12 05:49:06（35.532N 139.818E　Magnitude 5.3 depth 61.9km）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1時間1時間前 
東京湾でM5.3の地震　東京都調布市で最大震度5弱を観測(9/12)
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000004154554.html …
このほか、中野区、足立区、目黒区、相模原市でけが人の情報があります

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150912/85358_201509120832279223_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150912/85358_201509120832279223_3.jpg
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642468335183986689/photo/1
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000004154554.html


特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
大雨が降った地域では、地盤が緩くなっているところがあります。

今後の余震や土砂災害に十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【各地の震度 2015年9月12日】
震度5弱：
［東京都］調布市西つつじヶ丘

http://zish.in/quake/4.1/55f340e78098e5855e000011.png …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東京 多摩東部で震度５弱】
12日午前5時49分ごろ地震がありました。震度4以上が観測されている地域は以下のと
おりです。▽震度5弱が東京多摩東部。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【各地の震度 2015年9月12日】
震度5弱：
［東京都］調布市西つつじヶ丘

http://zish.in/quake/4.1/55f33f918098e5855e000010.png …

実家直下というより…
「元バイト先」直撃…
…（〜〜＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=j6fwc_X7Kcs
Snoop Lion- Get Away (Feat. Angela Hunte) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
最近の東京湾の地震

9月3日（マグニチュード2.5）→
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/639460851276091393 …
9月10日（M2.6、M2.5の２連続）→
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641912640541822976 …
そして9月12日（M5.3） 
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642452359281381376/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
東京湾の震度5弱の地震の3分あと
9月12日 05時52分（震源地：千葉県中部・マグニチュード3.0）の地震。　東京湾の震
源の対岸（東京湾まで約1.2km・習志野市：京成津田沼〜幕張本郷駅）付近が震源の直
下型地震。

余波だね。これ。

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 千葉県 習志野市 
【M3.0】千葉県中部 深さ74.7km 2015/09/12 05:52:14
(G)http://j.mp/1VScndq (Y)http://j.mp/1O6bL2t (アニメ)http://j.mp/1K1DUBN

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【最大震度5弱】(気象庁訂正) 東京湾 深さ約70km M5.3 12日05時49分頃発生 
(G)http://j.mp/1L6Zpp6 (気象庁)http://j.mp/1O6c3X1

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.1】駿河湾南部 深さ223.9km 2015/09/12 05:34:25
(G)http://j.mp/1O6ap7O (アニメ)http://j.mp/1O6aqJ3

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 山梨県 甲州市 
【M3.4】山梨県中部 深さ161.5km 2015/09/12 05:19:05
(G)http://j.mp/1O69pkd (Y)http://j.mp/1L6Xscj (アニメ)http://j.mp/1VS9zNz

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
約18分前に微弱な前震があったね。
震源地は（東京湾：羽田空港のすぐ脇）

多摩川の河口あたりかな。　9月12日05時49分（確定規模：マグニチュード5.3：震度
5弱・深さ61.9km）

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.1】八丈島東方沖 深さ110.6km 2015/09/12 03:45:27
(G)http://j.mp/1J3jgiJ (アニメ)http://j.mp/1Mh3RTB

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 埼玉県 吉見町 
【M2.8】埼玉県東部 深さ98.5km 2015/09/12 03:03:41
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(G)http://j.mp/1KfTwoI (Y)http://j.mp/1OHkjKs

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 � 茨城県 高萩市 
【M2.9】茨城県北部 深さ8.7km 2015/09/11 08:25:40
(G)http://j.mp/1VQRY8K (Y)http://j.mp/1gd1bYC

地震マップ @eq_map · 1日1日前 � 茨城県 阿見町 
【M2.7】茨城県南部 深さ39.9km 2015/09/11 08:06:46
(G)http://j.mp/1gcYWVe (Y)http://j.mp/1gcYUg7

https://www.youtube.com/watch?v=FGQ8QhwJqnQ
Kehlani - Get Away [Prod. Jahaan Sweet] [Thizzler.com] 

黒蜜タルト @tart_k · 1 時間1 時間前 
2015年9月11日のフクイチでチェレンコフ光。
@Plutokun_Bot チェレンコフ放射は青白いんです！ 

備後太郎 @sp9bingotarou · 10時間10時間前 
【フクイチ青い閃光】2015.09.11_01.00-04.00.Unit4side
動画1：55ころhttps://www.youtube.com/watch?v=T4dlBy3f8q0 … 

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【福島県 警報情報（解除） 2015年09月11日 20:19】
福島県に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

中通り、浜通りでは、土砂災害に注意してください。福島県では、河川の増水や濃霧

による視程障害に注意してください。浜通りでは、高波に注意してください。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 12時間12時間前 
※続き※

栃木県：栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、下都賀郡野木町

宮城県：仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、宮城郡松島町、黒川郡大和町、加美郡

加美町、遠田郡涌谷町

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 12時間12時間前 
〔大雨災害〕宮城にも災害救助法適用 茨城は適用地域を追加(11日20時現在)

http://j.mp/1VQRY8K
http://j.mp/1gd1bYC
http://j.mp/1gcYWVe
http://j.mp/1gcYUg7
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150911-00000019-rescuenow-soci …
■適用地域

茨城県：古河市、結城市、下妻市、常総市、守谷市、筑西市、坂東市、つくばみら

い市、結城郡八千代町、猿島郡境町

※続く※

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
原発汚染水：海へ流出

9日に「海へ漏れ出したこと」を米国CNNが世界へ配信

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 16時間16時間前 
〔大雨〕災害救助法適用（9/9〜）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000015-rescuenow-soci …
■適用地域

　茨城県：古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、結城郡八千代町、猿島郡境町

　栃木県：栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、下都賀郡野木町

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 17時間17時間前 
災害救助法適用（台風18号等による大雨：9/9〜）
http://www.rescuenow.net/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/2233
…
■適用地域

茨城県：古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、結城郡八千代町、猿島郡境町

栃木県：栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、下都賀郡野木町

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 17時間17時間前 
#避難情報(11日15:00現在)
【避難準備情報】

・北海道：函館市

・岩手県：野田村、陸前高田市

・宮城県：亘理町、大崎市、村田町、柴田町、角田市、美里町

・山形県：東根市

・福島県：いわき市、伊達市、福島市

・茨城県：境町

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 17時間17時間前 
#避難情報(11日15:00現在)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150911-00000019-rescuenow-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000015-rescuenow-soci
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【避難勧告】

・岩手県：田野畑村

・宮城県：仙台市、多賀城市、大崎市、村田町、栗原市、石巻市、角田市、富谷町

・秋田県：大仙市

・山形県：最上町

・福島県：いわき市

・茨城県：つくばみらい市、常総市

・栃木県：佐野市、宇都宮市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 17時間17時間前 
#避難情報(11日15:00現在)
【避難指示】

・宮城県：仙台市、大崎市、松島町、東松島市、大和町、大郷町、富谷町

・茨城県：つくばみらい市、常総市

・栃木県：宇都宮市、栃木市

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 23時間23時間前 
AKIRA 2024さんがリツイートしました AKIRA 2024
@cmk2wl 
フクイチから湧く雲=水蒸気は宇宙からも見える規模
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/641861110170263553 …
夏が終わって、気温が下がって来たら、フクイチ周辺の濃霧異常はさらに顕著に成っ

てくる予感。そして、それを誤魔化す為に、気象「操作」も連発して来る予感。。

AKIRA 2024
@akira_pt4ever 宇宙から見える規模で雲が湧いてるんですけど。
ズクなしブログ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/163299227.html …
これって　やっぱりF1から雲が湧いているということですよね
衛星写真

小入野交差点の定点カメラ

ヒマワリ画像

https://www.youtube.com/watch?v=xBGPNNMztqk
Mobb Deep - Get Away

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/641861110170263553
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163299227.html
https://www.youtube.com/watch?v=xBGPNNMztqk


Tomo Matsuo @tomatsuo · 15時間15時間前 
将門の怨霊を封じるための鉄の結界　山手線が完成目前の1９２３年関東大震災が発
生し、築地本願寺墓所が和田堀廟所（元陸軍弾薬庫）に移転。そして、この破れた結

界の方向から来たB29によって東京大空襲が決行。スカイツリー完成目前の2011年東
日本大震災が発生。破れた鬼門にフクイチ、常総市

https://www.youtube.com/watch?v=MyL1o4fYfDE
MAXX - GET AWAY & NO MORE I CAN’T STAND IT & EXTENDED SPECIAL MEGAMIX

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道 白老町 避難勧告を解除】
北海道白老町は、高波のため海岸近くの竹浦地区と虎杖浜地区に出していた避難勧告

を午前5時すぎに解除しました。
http://nerv.link/WhfRv0

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【北海道 白老町 ８２人に避難勧告】
北海道白老町は、台風17号から変わった低気圧の影響で、住宅近くまで高波が打ち寄
せているとして、11日午後11時40分、海岸近くの竹浦地区と虎杖浜地区の47世帯82人
に避難勧告を出しました。

http://nerv.link/8Plxc7

https://www.youtube.com/watch?v=JUy2KhHeWMA
Kehlani - Get Away (esta Remix) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
今日、9月11日11時30分ごろ
阿蘇山：火口ではなく、阿蘇山の斜面のあちこちから噴煙が出た時のズーム画像。距

離感がわかりにくいけど、かなりの高さの噴煙。

画像提供：©気象庁
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642303190541598720/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=MyL1o4fYfDE
http://nerv.link/WhfRv0
http://nerv.link/8Plxc7
https://www.youtube.com/watch?v=JUy2KhHeWMA
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642303190541598720/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=Ke10vU81vxQ
G-Eazy "Get Away" (Remix) ft. Kehlani

https://www.youtube.com/watch?v=ueKG-Vky2iI
G-Eazy - The Day It All Changed (Prod by Kane Beatz)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月12日8:57
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
東電

「栃木県内の鬼怒川が増水した影響で、塩谷町と日光市、それに那須塩原市の合わせて３つの水

力発電所で発電機などが水没」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
宮城県：渋井川の堤防が決壊。

住宅街も浸水し始めてる状態。「河川の氾濫は、あっという間なので、自分の住んでる場所は、

まだ大丈夫と思わないで、早めな避難と厳重な警戒をして下さい。」と注意を呼びかけてる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
速報

宮城県：渋井川の堤防が20メートルに渡って決壊。
町が浸水し始めていて、今は大丈夫な場所でも早め早めな避難と、厳重な警戒をしてくださいと

呼びかけてます。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月12日14:49
バイト厄日。(∋_∈)

https://www.youtube.com/watch?v=Ke10vU81vxQ
https://www.youtube.com/watch?v=ueKG-Vky2iI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


 
 



（９月13日）　バイトは暇なのに、ミス連発。睡魔に襲われています…。(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201509131448488754/

札幌０.０６４μ。

2015年9月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
 

札幌の

雨ベクレ最大０.０６４μまで上昇の記録。(∋_∈)

０.０６μを超えるとゴム製品やナマモノ食べ物の劣化が一気に悪化するので、タイヤや心臓のパン

クに要警戒です。

バイトは暇なのに、ミス連発。

(-.-;)

私に限らず、みんな睡魔に襲われています…。(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201509131448488754/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509131448488754/


地震もまだまだ来そうね…

(T_T)
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月13日14:56
頭蓋骨を締め付けられるような頭痛。(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月13日15:05
coopのアジフライが砂糖味。
…(-"-;)…

分量を計り間違えたのか、

味覚が発狂してるのか…

両方か…？。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月13日15:07
そもそも

フライの衣に砂糖を入れてる

時点で

アタマがオカシイ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月13日15:12
揺れたらしい。(・_・;)
以下続報。

 
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/201509130820535386/

7SEEDS 23 (フラワーコミックスアルファ)
2015年9月13日 読書
　

前項これね。

 
 
 
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091347924/
 
 

http://85358.diarynote.jp/201509130820535386/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091347924/


（９月⒕日）　バイトは休み。３連休の初日。（＾〜＾）

http://85358.diarynote.jp/201509141002135755/

「９月１３日 学級閉鎖」 東京で多発
／【@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。】
2015年9月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@TOHRU_HIRANOさんのツイートやアカウントを見る
ことができます。[フォローする]ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りまし
ょう。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
#東電の原発事故@TEPCO_Nuclear
異様な閃光、発光現象いろいろ。ほんの一例。

http://twitter.com/ST0NES/status/623817431446716416 …
http://twitter.com/ST0NES/status/633235784632406016 …
http://twitter.com/ST0NES/status/634008650076393476 …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月11日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました quickturn
名無し：2015/09/11(金) 18:27 ID:XXXXXXXX
立山弥陀ヶ原でごく小規模な噴火だって

https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
Lia - karma 

あざらしサラダ @azarashi_salad · 4 時間4 時間前 
安保法案反対よりもフクイチ事故処理の安全対策充実や子供被災者支援法をスルーし

て帰還に偏重し避難者を切り捨てる政府に反対する集会やデモをする方が先だと思う

けどなあ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 2日2日前 

http://85358.diarynote.jp/201509141002135755/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509141002135755/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150914/85358_201509141002135755_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150914/85358_201509141002135755_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150914/85358_201509141002135755_3.jpg
http://twitter.com/ST0NES/status/623817431446716416
http://twitter.com/ST0NES/status/633235784632406016
http://twitter.com/ST0NES/status/634008650076393476
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI


被曝症状最前線・インフルエンザ類似症状

http://inventsolitude.sblo.jp/article/163403047.html …

おはようございます。札幌は１８℃。

無風。快晴…！（＾＾）！

バイトは休み。

３連休の初日。（＾〜＾）

……さて……★

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

特務機関NERV @UN_NERV · 42 秒42 秒前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月14日 09:34】
北海道地方は、引き続き１４日夜遅くにかけて、大気の非常に不安定な状態が続く見

込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

…は…？？（＠＠；）？？

…晴れてるよ…？

おもいっきり…？？

https://www.youtube.com/watch?v=Q9XTqQbuavI
時の回廊一時間"クロノ・トリガー" 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
明け方のF1。2015.09.14;@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=fnpI9AnW7kc&t=1m13s …
2号機の脇、画面右下。照明ではない。
放射線の光が炸裂した直後に映像が大きく乱れる。

8日と同じ場所。地下で空炊きか。
http://twitter.com/ST0NES/status/641281362268327936 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
ひどいな。@TEPCO_Nuclear
2014年2月で、こんな緑の #汚染濃霧 で煙るF1。
http://www.youtube.com/watch?v=ifbxFj8lyFM …
http://www.youtube.com/watch?v=hIYV7tJCYIA …
みんな、こんな毒ガスを吸い込んでたのか？ 
https://twitter.com/ST0NES/status/643157552918720513/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
2015年9月中旬まだ始ってない？
http://twitter.com/ST0NES/status/641777274929344512 …
気象庁の@JMA_kishou #汚染濃霧 注意報は12日10:50で解除になってるな。
それまでは、頻繁にF1で▲な #黒い海霧 沸いてたからな。 

http://inventsolitude.sblo.jp/article/163403047.html
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
https://www.youtube.com/watch?v=Q9XTqQbuavI
http://www.youtube.com/watch?v=fnpI9AnW7kc&t=1m13s
http://twitter.com/ST0NES/status/641281362268327936
http://www.youtube.com/watch?v=ifbxFj8lyFM
http://www.youtube.com/watch?v=hIYV7tJCYIA
https://twitter.com/ST0NES/status/643157552918720513/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/641777274929344512


https://twitter.com/ST0NES/status/643155498703810560/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
そろそろくるかもな。あれが。

http://twitter.com/ST0NES/status/641777274929344512 …
まずは風向き。

http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
220.95,37.42,3000 …

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
14日9時、東電福島原発からの風が関東から西の太平洋岸に向かいます。
三浦半島318㎞ 御前崎468㎞ 豊橋529km 和歌山742km 高知910km 
36kmで割って到達時間を出してください。
しばらく続きそうです。

https://twitter.com/cmk2wl/status/643087006373842944/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 11時間11時間前 
＊カビ疾患の兆候

頭痛

せきと喘息

副鼻腔と後鼻漏

痒みのある湿疹

関節痛

カビは異なる影響を人体に与える。急性症状と共に記憶障害を同時に引き起こしえる

。

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
2012-05-10
マレーシアに行った

東京を離れる前

動悸・頭痛・喉痛・思考能力の低下・意識が遠のく

マレーシア

３日目頃から動悸・喉痛なくなった

東京で感じていた舌のしびれが、激減

日本に戻り

１日目軽い動悸・頭痛が始まり

２日目動悸で息が苦しい

東京から逃げます

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：09/13 20:10
「９月１３日 学級閉鎖」 東京で多発
https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php?
s=200&p=0&c=0&year=2015&mon=9&day=13 …
東京は湿度100％張り付きが１週間も多発したから、そりゃ具合も悪くなるでしょ。わ
たしはガッコ休んでと言い続けたのに。

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 12時間12時間前 
＊カビ疾患の兆候

https://twitter.com/ST0NES/status/643155498703810560/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/641777274929344512
http://earth.nullschool.net/jp/?utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-220.95,37.42,3000
https://twitter.com/cmk2wl/status/643087006373842944/photo/1
https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php?s=200&p=0&c=0&year=2015&mon=9&day=13


頭痛

せきと喘息

副鼻腔と後鼻漏

痒みのある湿疹

関節痛

カビは異なる影響を人体に与える。急性症状と共に記憶障害を同時に引き起こしえる

。

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 12時間12時間前 
日本中線量乱れまくり。

日本海側西日本高い。

http://ma-04x.net/all.html

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 12時間12時間前 
"0505_fb: パイの実食べてたらいきなり舌にでかい血豆現れた
頼むから明日までには治ってくれ。。。"
#破壊線
安定の破壊食材、小麦系菓子

AKIRA 2024さんがリツイート
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 12時間12時間前 � 長野県 上田市 
"mukkuparu: これ食べてたらさ
舌から血出た

なんでだろう

めっちゃ痛い "
#破壊線
#口血線
飴ちゃんの破壊は現在調査中

そんな経験はない

https://twitter.com/mukkuparu/status/642542686071734272/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 13時間13時間前 
避難所でかぜ流行マスク着用を 茨城・常総　NHK http://nhk.jp/N4LD4ICD 
１３日になってかぜの症状を訴える人が急に増えた

避難者の中には後片づけのために自宅に戻り泥や粉じんを吸って体調を崩す人もいる

⇒泥や粉塵の中には川底に蓄積した放射性物質も含まれている

AKIRA 2024さんがリツイート 
もりんが @moringa9834 · 13時間13時間前 
@snoopymaygon @carapowa1 
うん、そう思うわ。熱まで出るようになったのは今年からだもん

あ、関空や福岡などの空港に行っても同じ症状がでましたT_T
人かな。空気かな。。

成田、羽田は禁忌だわ…

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 15時間15時間前 
首都圏もチェルノブイリ並みに汚染

東京・江戸川区臨海町や、千葉・松戸市の紙敷と

松戸、茨城・取手市藤代は「高汚染区域」相当

埼玉・三郷市早稲田は、移住レベル

http://ma-04x.net/all.html
https://twitter.com/mukkuparu/status/642542686071734272/photo/1
http://nhk.jp/N4LD4ICD


東京・豊島区巣鴨 道路沿い土砂 ６万超Bq/kg 居住禁止レベル
http 
https://twitter.com/buick54aki/status/642998830447771648/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 16時間16時間前 
チェルノブイリ事故との決定的な違いは、アルファ核種の広範な飛散〜すなわちプル

トニウムやウランの広範な飛散である。大量のプルトニウムとウランが、東京、神

奈川、千葉などの首都圏から、関東北部、そして福島のほぼ全域に飛散し、土壌を汚

染した。 
https://twitter.com/buick54aki/status/642995750104731648/photo/1

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M6.8】GULF OF CALIFORNIA 14.2km 2015/09/13 17:14:08JST, 2015/09/13
08:14:08UTC
(G)http://j.mp/1LrjKRJ (USGS)http://j.mp/1VVrB1r

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 21時間21時間前 
cmk2wl 　5.28
クロマグロなどの謎の大量死があった葛西臨海水族園で、マグロの群泳復活に向け２

２日に追加したスマ２９匹のうち１２匹が２８日までに相次いで死んでいたことが

わかった。http://www.asahi.com/articles/ASH5X40Z6H5XUTIL00L.html … …
八丈島沖の海水が原因でしょ。飼育員は要因の

AKIRA 2024さんがリツイート 
リリー@静岡移住 @kaminarinari · 21時間21時間前 
今日は家にいても、タバコのような匂いが急に香ったり、なんとも嫌な空気

cmkさんの水式空気清浄機がわりに、扇風機の風を当てているボールの水
数日前からぬめりがあり黄色味を帯びる、、

雨で何か起こってるのかなあ？

AKIRA 2024さんがリツイート 
匿名希望 @ufg2011 · 22時間22時間前 
台風で汚染が再拡散した。で、雨水が蒸発し地面が乾くに従って、粉塵として舞い上

がり易くなってる。とゆーか、今まさにどんどん舞い上がってる。そんなとこかなー

。

AKIRA 2024さんがリツイート 
azumijunko @rirnrin9999 · 22時間22時間前 
391：M7.74(家)：2015/09/12(土) 21:16:50.33 ID:Hz/JI3Jq0.net
藤沢だけど、ドーンドーンと打ち上げ花火みたいな音が夕方からずっと聞こえている

。海の方角。なんじゃこれ。

＞＞391 
相模原でも同じような音聞こえた 
雷かなと思ったが

AKIRA 2024さんがリツイート 
azumijunko @rirnrin9999 · 23時間23時間前 
63：名無しさん＠１周年：2015/09/12(土) 23:15:02.82 ID:QXiO6+http://7a0.net 
なんか外が硫黄臭いんだけど…杉並ね。
＞＞63 
だよな？ 
神奈川だけど外が硫黄臭い 

https://twitter.com/buick54aki/status/642998830447771648/photo/1
https://twitter.com/buick54aki/status/642995750104731648/photo/1
http://j.mp/1LrjKRJ
http://j.mp/1VVrB1r
http://www.asahi.com/articles/ASH5X40Z6H5XUTIL00L.html
http://7a0.net/


不安

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 22時間22時間前 
そもそも９月にインフルが流行というのが？

@4_Sea_
★学校欠席者情報収集システム★から見えてくること - NAVER まと
めhttp://matome.naver.jp/odai/2143766705989663201 …
2015.09.04インフルエンザ出席停止者数
https://twitter.com/4_Sea_/status/642878957960871936/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 23 時間23 時間前 
今日の犬吠埼 9/13 11:22 晴れ〜霞 紫色再開
一回目 7/4〜7/20
二回目 8/28〜9/7
三回目 9/13〜
ライブカメラ→ http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/642887413631614976/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月12日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 桜咲ありさ
名無し：06/29 03:46
東京

https://twitter.com/RamuArisa/status/614694893051514880 …
脳の検査結果と採血の検査結果。採血は異常なかったんですけど脳のMRI検査結果で脳
に白い点々が二つ見つかり、年寄りや大人だったら病名は脳梗塞ですがまだ20歳で…

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月12日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました climb on jun
名無し：2015/06/26(金) 23:35 ID:XXXXXXXX
Japan Akita
https://twitter.com/junichi_i_0719/status/614425276995387392 …
友達の息子さん(17歳)脳梗塞で倒れたらしいが、…

AKIRA 2024さんがリツイート 
もーちゃん(21) @Phantom_of_mkn · 9月12日 
アメ舐めてから舌から血が出るまでの最速タイム更新した

AKIRA 2024さんがリツイート 
きたもっ @yuria__peace4 · 9月11日 
月見バーガー食べたら歯欠けた

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月11日 
名無し：09/11 08:37
himawari_yt 2015年9月6日
Albert_kokinji 三郷もかなり汚染されてますよね。
私が昨年から良く聞くのは、悪性リンパ腫です。

松戸の知り合いのお子さんは昨年末に心筋梗塞でなくなりました。

１２歳でした。

AKIRA 2024さんがリツイート 
┌(^o^)┘モリ! @a_few_minutes · 9月11日 
階段降りたら寝てるやついて段差で微妙に見えなくて危うく踏み潰しそうになりなら

が蹴り入れてしまった 

http://matome.naver.jp/odai/2143766705989663201
https://twitter.com/4_Sea_/status/642878957960871936/photo/1
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/642887413631614976/photo/1
https://twitter.com/RamuArisa/status/614694893051514880
https://twitter.com/junichi_i_0719/status/614425276995387392
https://twitter.com/a_few_minutes/status/642415657024290816/photo/1


https://twitter.com/a_few_minutes/status/642415657024290816/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9月11日 
2015年09月12日　銚子(チョウシ)
100パーセントが連続しています。
これだけの異常事態なのに、気象庁は何も言わない。

予報もできずに豪雨の後講釈ばかりしている。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/642462756927488000/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9月11日 
東北、関東周辺の河川敷は超高濃度に汚染されているから、堤防決壊で住宅地の汚染

が悪化しただろうね…。
濡れているうちはまだいいけど、水が引いて乾燥したら飛散する。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月11日 
名無し：09/11 18:09
大雨で福島県の除染土のう袋が川に流出…大雨で福島県の河川が氾濫し、除染で出た
汚染廃棄物の入った大型土のう袋が川に流出

名無し：09/11 19:33
やっぱ福島だけ上空からの中継がないのって、ぷかぷか浮いてる黒い袋が写ったらい

やだからだよな

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
inoue toshio 子どもを守れ！ @yuima21c · 9月9日 � 福島県 郡山市 
オリンピック合宿御一行様、ファンの皆様、福島県へようこそ！

#Fukushima Prf. welcomes Olympic athletes and fans! 
https://twitter.com/yuima21c/status/641540178671071232/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 9月8日 
みえないばくだんさんがリツイートしました 東京新聞 Bot
１年中インフルエンザが流行？

＊免疫力の低下が深刻⤵

インフル集団発生〜松山で学級閉鎖〜

１９９７年シーズン以来、最も早い集団発

生https://twitter.com/ehime_np/status/640087003757834240 …
茅ケ崎市も

https://twitter.com/TOKYO_Shimbot/status/641032694860673024 …
発熱や咳などインフルエンザとみられる症状

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
microcarpa @microcarpa1 · 8月25日 
8/24(Tue) 23 "sudden-ill passenger" tweets in East #Japan 3areas,1 in plane,+11 in
West #脱原発 #Olympics? #Fukushima 
https://twitter.com/microcarpa1/status/636023640966828033/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ひろた こういち @koichi_hirota · 8月13日 
同じ日本人なら「食べて応援」で

東北を助けろよ、という人がいるけど。 
同じ日本人なら、 
「仲間に放射性物質なんか食べさせるなよ」

と言いたいね。 
第一、子供にまで食べさせたり、

https://twitter.com/cmk2wl/status/642462756927488000/photo/1
https://twitter.com/yuima21c/status/641540178671071232/photo/1
https://twitter.com/ehime_np/status/640087003757834240
https://twitter.com/TOKYO_Shimbot/status/641032694860673024
https://twitter.com/microcarpa1/status/636023640966828033/photo/1


給食に入れさせようなんて

同じ日本人とは思いたくもない。

いいよ、嫌われても。これが本音だよ。

bit.ly /WotNukes@ST0NES 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
2014年5月28日、千葉県内で1734人の児童が牛乳を飲んで体調不良‥というの
はhttp://twitter.com/ST0NES/status/557404247289905152 …、3.11の市原市 #劣化ウ
ラン 蔓延によるもの。@aprilredclover @snoopymaygon @pecko178 @mayurinn219

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3月22日 
kenjiさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
それらの時期の放射能汚染と、2011年3月以降の汚染の決定的な違いはまず、
#東電の原発事故 の #MOX燃料 を使う原子炉が爆発したこと
とhttp://twitter.com/ST0NES/status/578585620785688576 …
311当日の千葉の劣化ウランの蔓
延http://twitter.com/ST0NES/status/567307596722233347 …
これが致命的。

AKIRA 2024さんがリツイート 
庭山由紀 @niwayamayuki · 2012年9月4日 
今、私たちは、黄色いドラム缶の中で、生活しているようなもんだ。その中で、子供

たちは、運動会の練習をやって、校庭で体育座りさせられている。気が狂いそうだ。

…ちょっと、びっくり…
…（＠＠）…
　

https://www.youtube.com/watch?v=pMMaH4AMJfM
クロノトリガー『時の回廊』全部俺の声（CHRONO TRIGGER Corridors of Time）

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月12日 
原発映画を絶対やる。東電や国が隠していることをバラす

と言っていた若松監督、交通事故で死亡

http://blog.goo.ne.jp//jpnx05/e/90b25ca996568c4a45c73f981a08da06 …

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月12日 
子供達が福島事故で大量被爆、身体から7μSv/h。医師「もうこの子達を救えない 手
遅れ」http://bit.ly/10hQJ7i 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月12日 
国外の報道では、日本はチェルノブイリの10倍以上の放射性物質に汚染される危険が
あり、 東京は人が住めなくなると報道しているが、日本は何も報道していない
https://twitter.com/cyclochabumaro 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月11日 
狂気】政府からセメント業界へ放射性物質を混ぜるよう要請！

http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/110728.html …

http://twitter.com/ST0NES/status/557404247289905152
http://twitter.com/ST0NES/status/578585620785688576
http://twitter.com/ST0NES/status/567307596722233347
https://www.youtube.com/watch?v=pMMaH4AMJfM
http://blog.goo.ne.jp//jpnx05/e/90b25ca996568c4a45c73f981a08da06
http://bit.ly/10hQJ7i
https://twitter.com/cyclochabumaro
http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/110728.html


安定的に受け入れるよう…会員各社に周知
｢福島県内の下水処理により発生する脱水汚泥を再利用…健康への影響なし」
#あり得ない！ 

AKIRAさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 9月11日 
古井丸 友宏さんがリツイートしました AKIRA 2024
半年前から福島第一３号機などから大量のトリチウム水蒸気が出ていて増大している

。それは濃霧となり被ばく症を増やしている。それを人工台風で洗浄しようとした

作戦。 

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 9月10日 
今まで静かだった米国海軍が急に張り切り出した感じだ。「今後の作戦や災害対応な

どに向けて万全の準備をしていく！」（新司令官）「今後の作戦」てのは軍事作戦じ

ゃないみたいだし、「災害対応」って、どんな災害なんだろう？

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09101 …

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 9月7日 
２０１１年の段階で、中国とロシアは、何千万人もの日本人移住者の受け入れを“諒解”
していた！あの時…、健康だった日本民族が何千万人も生き残るチャンスは、あった
のだ。悔やんでも悔やみきれない。（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09071 …

https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY
進撃の巨人OP 【紅蓮の弓矢】高音質 

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月6日 
負けると分かっていても、戦わなければならない時がある。

しかし、その負けは決して無駄では無い。その戦う姿を見せる事が重要なのだ。

もうリミットは超えた。東京を捨て西へ避難する事だ。

私は、このままの垂れ死にするなら、戦って死ぬ。

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日10:29

AKIRAさんがリツイート 
石川早生 @nomoretokyo · 9月12日 
生きていくためにはカネも必要だ。但し、全てを失っても逃げなければならないことがある。災

害や戦争に直面した時だ。今この国で起きている問題はとてもシンプルで、「今がその時だ」

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09101
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09071
https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


と思っている人と、思っていない人に分かれているということ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日10:32

AKIRAさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 9月12日 
「若い女性の福島脱出が止まらない。このまま放置すれば、福島県は老人と男だけの県になり、

未来を担う子供が生まれなくなり消滅の道を歩み

ます」http://matome.naver.jp/odai/2139911765696224701 …
老人と男も脱出すべきだろう

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月11日 
海外ならば、汚染地域から、逃げ出した人たちが

避難場所で、騒ぎだして、それで決着がついてるでしょうね。

国になめられて殺されようとしてるのに

まだ、会社行ってるなんて、異常すぎますよね。#東京カル都
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（９月15日）　朝っぱらから健康診断（バイト先の強制受診義務）です…

http://85358.diarynote.jp/201509150712544899/

あ、デイおぶ異れぎゅらー。

2015年9月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
＜被ばくを防ぐ ”ヨウ素剤” の服用方法＞
被爆直前投与で約97％、被爆3時間後で約50％、
6時間後では防止できないというデータもある。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/384f93ec78bb9b7ded55446c1341d550 … 
https://twitter.com/neko_aii/status/643411377328140288/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=qFbSutjmfEY
Riding on the wind(風にのって) 

おはようございます。０６：５９でした。

札幌は外気温１３℃。（＠＠；）

ほぼ快晴。微風。

今日はイレギュラーな予定日で、３連休の中日ですが、朝っぱらから健康診断（バイト先の強制

http://85358.diarynote.jp/201509150712544899/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150915/85358_201509150712544899_1.jpg
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150915/85358_201509150712544899_3.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/384f93ec78bb9b7ded55446c1341d550
https://twitter.com/neko_aii/status/643411377328140288/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=qFbSutjmfEY


受診義務）です…
…（〜〜；）…

今生この時代の「医者（現代医学）が嫌い」で避けて通っているのでヘソを曲げていますが、ま

ぁこんな機会でもないと医療機関には近寄らないので、物語のネタ拾い（取材）と思って逝って

きますわ〜…★

https://www.youtube.com/watch?v=Vj0b8aDW2iA
Spirit of the Harvest Dance 

昨夜遅く２つ「転記」してあるので、お時間あるかたはお立ち寄り下さい。

http://85358.diarynote.jp/201509142232458130/
東京湾 群発地震／生きながらに肉体が腐りはじめてる／遭難者を遺棄するのか。

http://85358.diarynote.jp/201509142255343892/
年収２５００万円／人間がどんどんおかしくなって数も減って核施設の管理ができなくなって次

々に爆発して全ての放射性物質が環境に出てきた時、生き残れる生物なんているのだろうか？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13 分13 分前 
2015年9月15日朝7時。F1から吹きつける #放射能の風 は西日本を襲っています。まる
で稲刈りシーズン狙うように。熊本でも0.2µSv/h超えてます
。http://twitter.com/ST0NES/status/630653381460144133 …
防御を。@okouchan44 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
素晴らしい！「いのち・むすびば」山梨県市民測定汚染マップ

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1767.html …
甲府の測定値は私と同じレベルで信用できる

北杜市富士見町が高いのはセシウムでなくウラン鉱石の疑い

大月から神奈川よりは汚染が大きい

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
福島原発の建屋周辺の地下水、きょう初めて海に放出へ！約４０００トンの汚染水を

数日で処分！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7998.html …
これが、どれほど恐ろしいことか東電や政府には理解できる者が一人もいない！

http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/sousou_sikensougyou.pdf …
ストロンチウムの海！

https://www.youtube.com/watch?v=Vj0b8aDW2iA
http://85358.diarynote.jp/201509142232458130/
http://85358.diarynote.jp/201509142255343892/
http://twitter.com/ST0NES/status/630653381460144133
http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1767.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7998.html
http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/sousou_sikensougyou.pdf


カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT2800UP】 人が思考停止する理由。従順であることの危険性。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52166059.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/643486917108043781/photo/1 

不正選挙監視団 @rigged_election · 4 時間4 時間前 
東京都民のみなさん「福島がアウシュビッツ」は他人事だと思ってる？　３１１前の

平穏安全な生活が戻ってると勘違いしてる？　真実は違う、あなた方はフクイチの放

射能に強烈に蝕まれマスコミに騙されて放射能を摂取している。 被曝障害は潜伏期間
５年　http://amba.to/14Xt5h0

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
最近は、外の出るだけで体調を崩すという人がいる。

天津の爆発事故以来、空気質が変わってしまったらしい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7 時間7 時間前 
阿蘇山は危ない火山

世界中の火山学者が「阿蘇山やばい」という認識なのが阿蘇山。

日本国民は、そういうことをまったく知らされていない。（学生時代、火山の事を調

べた人、以外）あぶないのよ。本気出すとね。富士山なんて屁でもないのが阿蘇山 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
9月11日に、今日の阿蘇山の噴火の前兆は起ってるよね
でも気象庁は「危ねーわ。大きな噴火するかも？」とわかってても、絶対に言わない

よね。観光地だから。地元の圧力がある。火山の専門家も、まったく言わない。とい

うか彼らは、全く見てない。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
中部電力@Official_Chudenアースの呼びかけの日付がhttp://twitter.com/search?
q=from:Official_Chuden+%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9&src=realtime=default&f=tweets
…
ぜんぶ周辺で起きた地震の当日および前日。

http://twitter.com/ST0NES/status/643441419516952576 …
こまかい時間は確認してないが地震の予告か？

#浜岡原発 の地下で何か起きてる？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
阿蘇山

警戒した方が良い。1994年にも（噴煙2000m）という噴火があったけど、今日の噴火

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52166059.html
https://twitter.com/karapaia/status/643486917108043781/photo/1
http://amba.to/14Xt5h0
http://twitter.com/search?q=from:Official_Chuden+%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/643441419516952576


は高さがどうだとかじゃなく、内容的に規模が大きい噴火。だから気象庁もあせった

。火山が活発になったり、大きな地震が起ったり、これを繰り返してる 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
民間の放射線量データは先日、長野だけ復活したが新潟と福島などは消されたまま。

さっき一瞬なにも表示されずビビったがhttp://www.blackcatsystems.com/RadMap/?
locale=tokyo …
いま静岡から長野方面の汚染が濃くなってきている傾向‥2015年9月14日 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Sato @abcsaato · 10時間10時間前 
Satoさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
九州でも風邪をひいてゴホゴホしている方が増えてきました。

年中、風邪をひき、しかもなかなか治らない…
自分がそうだったけど、九州でも食べ物が影響しているのかしら。 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2011年7月18日
岐阜県瑞浪市にある超深地層研究所

住民の反対運動を札束で口封じし、強引に工事を着工。

地下1000メートルの穴を掘り、核のゴミを埋める計画。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3dc54d81c32dfa91cc537b929744a5ef …
現在は、核のゴミの地層研究という名目

最終処分場にすることは明らか

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 9月12日 
核燃料を使う発電なんていらない…
"@asahi_photo
http://t.asahi.com/idq7 
九州電力は１２日、１０月中旬の再稼働をめざす川内原発２号機

の原子炉に核燃料を搬入する作業を報道陣に公開しました。（康）"

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size)
 
 

http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3dc54d81c32dfa91cc537b929744a5ef
http://t.asahi.com/idq7
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI


（９月17日）　「３連休明けの４連勤の初日」なんで…

http://85358.diarynote.jp/201509170840455438/

風邪のようなのが被曝初期／マグロ以上の魚は死んでしまうみた

いなので一番脅威になるのがサンマになるみたいだね。

2015年9月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

AKIRA 2024さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 13時間13時間前 
マッツさんがリツイートしました otenkimame
急性の白血病なんて、急に大量の放射線を浴びないと、ならない病気だと思うけど？

他に原因あるのかな？

あらためまして、おはようございます。

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

朝っぱらから、夜むき？の曲ですいません。

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201509170840455438/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509170840455438/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150917/85358_201509170840455438_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150917/85358_201509170840455438_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150917/85358_201509170840455438_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


（＾＾；）

ぃえ、「３連休明けの４連勤の初日」なんで…

ちょっとスイッチを入れ替えないとねと…（＾＾；）…★

札幌はこれ以上は望めないほどの上天気。

湿度も線量も低くて、無風で快晴！

洗濯ものは朝日に向かって外干しで、出勤前に乾いちゃいそうなイキオイです…ｗｗ

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 51 分51 分前 
ずいぶん早くタイムラインの忠実な友人に戻ったものだ。原稿はどうしたのかね？

https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
1996 年奧運大會的主題曲-Elders Drinking Song 老人飲酒歌 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1時間1時間前 
〔前線停滞〕茨城・栃木・宮城では土砂災害や浸水地域拡大に要注意（レスキューナ

ウニュース）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150917-00000004-rescuenow-soci …
関東・東北豪雨の被災地域を中心にまとまった雨がふるおそれがあることから、土砂

災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2時間2時間前 
台風18号などの大雨により鬼怒川で堤防が決壊してから１週間になりました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東の天気 2015年9月17日】
今日はサー・ザーザーと雨が降って傘が必須の一日。一時的・局地的にゴォーッと雨

が強まり、大雨になる恐れもあります。大雨の被災エリアでは被害の再発や拡大に要

注意。屋外での復旧作業は控えた方が安心です。

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
[速報] C7.8 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月17日04:20 JST (16
日19:20 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150917-00000004-rescuenow-soci
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月17日 03:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月17日 03:00
現象：連続噴火が継続しているもよう

あさくら彩華堂（フルーツ王子） @arthurclaris · 7時間7時間前 
あさくら彩華堂（フルーツ王子）さんがリツイートしました みえないばくだん
し　て　ま　せ　ん 　　
RT @maruchan77777: 怖すぎる…。フクイチ、断続的に再臨界してるんだな。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9時間9時間前 
"chiromegumilky: 夏から１ヶ月以上風邪が治らず、副鼻腔炎に咽頭炎に結膜炎···どん
だけ弱いのだろう私_|~|〇"
#免疫線
穴と言う穴から血が出るんだよ？

穴と言う穴が破壊されないとか？

どうかな

火のない所に煙はないんじゃないかな？

AKIRA 2024さんがリツイート
マッツ @VirginBlade_aki · 9時間9時間前 
マッツさんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
風邪のような症状なのが、被曝の初期症状らしいです(T_T) 

AKIRA 2024さんがリツイート 
占星術つぶやきメモ《天体位相調査室》 @pneuma_2007 · 9 時間9 時間前 
【水星逆行開始】（国立天文台HPによる実測値）
9月18日(金) 午前3時00分より留、同20分より逆行開始です。（日本時間）

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10時間10時間前 
"uacoco_y: なんか物凄い勢いで肺炎なんじゃないの？って咳する風邪が部署を流行し
てる。。。こわい。"
#免疫線



#破壊線
エアコン使うよね

息するじゃない？

呼吸器破壊しない？

誰にも分からないよね

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 10時間10時間前 
どうもマグロ以上の魚は死んでしまうみたいなので一番脅威になるのがサンマになる

みたいだね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 11時間11時間前 
Lots of activity in #fukushima cam. Trucks carrying lots of materials in, thru past
midnight. 
Via @akira_pt4ever

AKIRA 2024さんがリツイート 
wanikun @sougofollow_w · 11時間11時間前 
埼玉の空は汚い、汚い、何回見上げても汚い、薄暗い灰色の雲、空。ポストに近所の

土地借りて家庭菜園お野菜作りましょうってチラシが入ってて、なんだよこれ！！早

く死ねって聞こえる。埼玉の野菜食える分けねぇだろ、嫌だ！！！

AKIRA 2024さんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 12時間12時間前 
ためしてガッテンって、ほんとすごい番組だよね。

悪性リンパ腫とか、白血病とか、甲状腺障害とか、心筋梗塞とかの特集に続き、サン

マの食べ方。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ゆみたん @breeeezehachiza · 13時間13時間前 
マイコプラズマ肺炎だったww
明日ICUだから患者さんにうつしたらいけないから休みます！
普段休みたい休みたいいいよるのに、いざ休むとなったらなんか嫌だ…笑
働きたい！笑

ここで働かせてください！！！！



レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
国土交通省　関東地方整備局　道路部 @mlit_kanto_road · 13時間13時間前 
台風１８号等の影響により、国道２９４号や国道３５４号などの常総市内の道路につ

いては、交通規制や災害復旧車両等の流入に伴い、交通混雑が発生しております。こ

のため、市内の被災の復旧活動を円滑に行うため、市内に用事がない車両については

、広域的な迂回のご協力をお願いします。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Solysombra @sonsolysombra · 14時間14時間前 
んじゃ、体にもカビが生えてる人が増えてるってこと？で、そんな人が次から次へと

カビを他の人にも移すとか？xxx以前だったら考えられなかったわー、カビの大量繁殖
。もうフィクションよりずっと怖いわw

AKIRA 2024さんがリツイート 
偏光プリズム @prism31415 · 14時間14時間前 
一家4人中、3人が心筋梗塞で突然死！！＞3人とも高齢ではない人で、最も高齢だった
人が残されたのが衝撃的

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/96f84ae6f954c0753a51c85471deb8ab … @neko_aiiさん
から

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 16時間16時間前 
みえないばくだんさんがリツイートしました 受験や進路の教育ニュース「リセマム」
ほぼ１年中インフルが流行？

＊インフルエンザ

学級閉鎖となったのは調布市立柏野小学校2年生の1学級。児童35人中9人が欠席〜38度
〜39度の発熱、せき、鼻汁など。
https://twitter.com/ReseMom/status/643970823414501377 …
長野県が8月31日に学年閉鎖、愛媛県が9月4日に学級閉鎖の措置

AKIRA 2024さんがリツイート 
Sora@mama @m8810m0808m · 17時間17時間前 
まさかの大人もなるんやな手足口病。免疫低下してるときなるらしい

胃腸風やからお腹もゆるなるって

絶対芽生も手足口病やん。爆笑

口ん中口内炎だらけやもん。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/96f84ae6f954c0753a51c85471deb8ab
https://twitter.com/ReseMom/status/643970823414501377


AKIRA 2024さんがリツイート
楽しい人生 @wahhaha1011 · 17時間17時間前 
背中 ブツブツ: かゆくなって、ふと鏡を見ると、背中にブツブツが。。。という経験あ
りますよね。俗に背中ニキビといわれていますが、顔のアクネ菌とは違って、マセラ

チア真菌というカビの１種が原因となっています。ひどい場合には、...
http://bit.ly/1KfdPPQ

宇宙天気ニュース @swnews · 20時間20時間前 
[記事] 500km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動も高まっています。
http://swnews.jp #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
昨日の滋賀県南部のマグニチュード3.0の地震。
2日前から、この付近から大阪の堺市にかけて、極小さな地震が何度か発生してる状態
。（波形：大阪堺市：16日10時47分）　断層が集中してるエリア。

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月16日 09:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月16日 09:00
現象：連続噴火継続

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
09月16日09時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火継続

（9月14日09時43分に発生した噴火が現在も噴火継続中。
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150916090050_503.html
…）

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月15日 
名無し：06/24 13:12
mhoppeko（福島→台湾）
心臓の具合が悪い。あやうく死にかけた、不整脈、病院に行ったら肺炎といわれた（

肺がまっしろ）２名。頭痛がひどくて薬が効かない。記憶が途切れがち、じっくりも

のが考えられない。身体の関節が日増しにきしんで動くのがつらい

http://bit.ly/1KfdPPQ
http://swnews.jp/
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150916090050_503.html


AKIRA 2024さんがリツイート 
影兎-eito-@CAS主 @eikun_1102 · 9月7日 
【速報】

【異物混入】

【拡散希望】

9/2朝にローソンのご飯を買い昼に食べようと開けたら黒い粉っぽい異物が混入してい
ました

返品したのですが未だに連絡も無く正体不明

NEWSにするつもりもなく一斉回収もしていないので拡散お願いします

…ちなみに、「ＪＲ（国鉄）テロ【冤罪】事件」は…
以前にも、有名なやつが、あったからね…？？

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
Coldplay - Paradise (Peponi) African Style (ft. guest artist, Alex Boye) - ThePianoGuys 

風の子　 @makeanovel · 2時間2時間前 
ほんとですね。見えない戦争っていうか、中国もだけど日本もこれだけいろんな工場

をボンボン爆発させられてることの不自然さに気づかず（一番でかいのはフクイチだ

ろうし）、見せかけ上のいわゆる昔ながらの戦争の危機だけに扇動されてる感じで

すね。

@nioumasashi

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
1962年生まれの米海兵隊員の知能を調査したところ、他の無被曝年兵士に比べて１０
％知能指数が劣っていたと「被曝国アメリカ」に報告されている

脳の統合的認識力に異常が出て宗教や思想の洗脳に遭いやすくなる

フクイチ事故での胎児被曝は、はるかにひどい脳への影響をもたらすのは確実

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
またカード化する「マイナンバーカード」も

テレビに差し込んであるカードも、あれだよね。利権そのもの。カード化することに

、また別の利権構造がある。あのカードが無いとテレビ映らないでしょ。「なんの

ため？あのカード」と、当初、あのカードが導入されてから調べたら、びっくり。す

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM


べて利権。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
NHKが、また変な解説してる
安保法案は「憲法違反」だよね。憲法っていうのは政治家＝権力者の暴走を止めるた

めのもの。国民が、どうだとかじゃないんだよね。政治家のための法律＝憲法を守ら

ないで、国民が反対してる事を強行しようとしてる政権に、独裁政治だと大多数の国

民が怒ってるんだよね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
今、ロンドンで開催されてる「武器」の展示会に日本企業も出展してる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/644116265775136768/photo/1
米国は武器産業があるので「戦争をやらないと国がもたないから」戦争ビジネスみた

いなもの。でも戦争やりすぎて「国が息切れ状態」そのお手伝いを日本がする。それ

が今の日本

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 12時間12時間前 
フクイチ爆発であいた巨大な穴を、武器で手早く埋めたいやつがたくさんいるんだな

。首都圏にも地方にも。

…１９６４年生まれですいません…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=rW0tymSP6Vs&list=PL5DD24FFACBF6C791&spfreload=10
ヱヴァ 初号機暴走BGM

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
まぁあれだ。この法案が可決し『このまま自公が政権を取り続けた日本の未来があっ

た場合』は、自衛隊という「日本軍」は、アメリカの戦争のお手伝いをした結果、蜂

の巣のような銃弾を浴びて戦死者は増えるよね。無事であっても帰国後、アメリカ軍

のように自殺者が激増する。そういう法案が採決される日

AKIRA 2024さんがリツイート 
ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama · 12時間12時間前 
なんか４年半前に未曾有の原発事故の情報を隠し人々を被ばくさせ子供たちに年２０

ミリシーベルトという殺人的な基準を押し付けようとした管政権の当時の幹事長枝野

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/644116265775136768/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=rW0tymSP6Vs&list=PL5DD24FFACBF6C791&spfreload=10


がこの安保法制では「国民の側に立ったフリ」して「最後までがんばる」とか言って

る図が流れてきた

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
僕は「可決できるものなら、どうぞ？」と思う

むしろその方が良い情勢。公明党＝創価学会の人々が、あれだけ国会前で抗議してい

たら、次の選挙で「組織票」は激減し、それと「こら、自民党いいかげんしろ」とい

う国民の多くも投票しなければ良い。自公以外が政権を取り「法制の見直し」をすれ

ばいい

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 23時間23時間前 
「今みんな「生活」を人質に取られて、間違ったことを違うと言えなくなってる」

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Rosario-road @artvisual712 · 2013年10月1日 
映画『ニッポンの嘘』を見た日の午後、主人公の福島菊次郎氏の写真展を見た。広

島は、日本で一番最初に〈平和都市〉となったが、理由は様々な真実を政府が隠蔽し

たかったかららしい。政府は原爆スラム街と市街地の境界線に金網を設置したり、家

事があると立入り厳禁の立て札、鉄条網を張った。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
杉森祐幸 @cgskhtboy · 2012年8月5日 
広島には昔、原爆スラムというのがあったらしい。原爆症に苦しむ人達が身を寄せて

暮らしていた。そのスラムをぶっこわして、その人達を排除して作った綺麗な平和

公園。平和都市ヒロシマの意義と暴力性。

https://www.youtube.com/watch?v=iHeeOlGjbkI&list=PL5DD24FFACBF6C791&index=6
evangelion soundtrack 2.0( Sin From Genesis ).avi
 

https://www.youtube.com/watch?v=iHeeOlGjbkI&list=PL5DD24FFACBF6C791&index=6


（９月17日）　客が「吸気べくれゾンビ」で、新人スタッフは「食べくれディメ
ンタ〜」。　(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201509172200287490/

ムリだ…！
2015年9月17日 就職・転職
　

♪ワニの腹筋♪

…じゃなくて…
…(-"-;)…

客が吸気べくれゾンビで、新人スタッフは食べくれディメンタ〜。(∋_∈)

右から左から生気だの霊気だの吸いとられまくられで、もはや洗濯とか漫画とかもムリです…

…(ToT)／…

…寝ますぅ…。。。(〃_ _)σ‖
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509180828402016/

（悲報） 【死魔根】圏（断【末魔壊】死）は全
滅しました。

2015年9月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

http://85358.diarynote.jp/201509172200287490/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201509180828402016/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509180828402016/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150918/85358_201509180828402016_1.jpg


【避難勧告】

・青森県：むつ市、東通村

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 楢葉町 堤防より海側に避難指示】
津波注意報の発表を受けて、福島県楢葉町は午前6時、海岸の堤防より海側の場所に避
難指示を出しました。町は海岸や河口に近づかないよう呼びかけています。

http://nerv.link/gqycMM

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
やっぱり津波注意報が出てる。

かなり広範囲。避難指示も出てる（最大：1m）　
津波は（ひざの高さ）で、立ってられなくなり、（腰の高さ）だと完全に流される

ので、甘くみない方が良い：http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/

…ヲイ★　ソコは核燃料が満載だろぉが…！！

宇宙天気ニュース @swnews · 24 分24 分前 
[速報] C3.9 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月18日08:00 JST (17
日23:00 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 1時間1時間前 
[速報] C6.7 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月18日06:15 JST (17
日21:15 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150918/85358_201509180828402016_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150918/85358_201509180828402016_3.jpg
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http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
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特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【岩手県と父島で津波を観測】（続き）

また、津波は1度だけでなく何度も繰り返し押し寄せ、2回目、3回目の波の方が高くな
ることがあります。今後も津波注意報が解除されるまでは海岸や川の河口付近には近

づかないでください。

（2015年9月18日 7:00 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【岩手県と父島で津波を観測】（続き）

また、小笠原諸島の父島でも午前6時11分に微弱な津波を観測しました。この津波の高
さはあくまで検潮所での記録です。実際の津波は場所によってはこの数倍の高さに達

するおそれがあります。

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【岩手県と父島で津波を観測】

気象庁によりますと、岩手県の宮古港で午前6時16分に10センチの津波を観測したほか
、岩手県の久慈港で午前6時25分に高さ10センチの津波を観測しました。
http://nerv.link/XdhfvD

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年09月18日 06:06】
関東甲信地方では、引き続き１８日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨の降る所が

ある見込みです。低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に注

意し、土砂災害に注意、警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【停電情報 2015年9月18日 5:43】
栃木県、神奈川県、山梨県で停電が発生しています。

停電軒数：約3,000軒
http://nerv.link/sQv0r2

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東北地方 気象情報 2015年09月18日 05:48】
東北地方の太平洋側では、１８日昼前にかけて、雷を伴って非常に激しい雨が降り、

大雨となる所がある見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水やはん濫に

警戒してください。（続く）

http://nerv.link/XdhfvD
http://nerv.link/sQv0r2


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
（続き）また、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3 時間3 時間前 
チリの余震がまだ続いてる

昨日の夕方で（M5.0〜M7.0クラス）の地震が25回以上、18日の05時で（M4.7以上）
が50回以上おこってる。それ以下も含めると100回ぐらいは起ってる。3.11の時と同じ
ような感じ。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3 時間3 時間前 
チリ中部沖でM8.3の地震、北海道から沖縄県までの太平洋沿岸を中心に津波注意報発
表(9/18)
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000004163489.html …
・海の中や海岸付近は危険です

・遠くから津波が到達するため、津波は長時間継続します

・津波注意報が解除されるまで海岸に近づかないでください

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
#tunami 　避難指示が出てる地域。
東京都港区（お台場海浜公園）にも出てるんだね。http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/644605045883973632/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 
#避難情報(18日04:30現在)
【避難勧告】

・栃木県：佐野市、栃木市、鹿沼市

・静岡県：松崎町

・三重県：志摩市

・鹿児島県：鹿児島市

【避難準備情報】

・北海道：北斗市、登別市

・岩手県：釜石市

・宮城県：気仙沼市

・和歌山県：白浜町

・大分県：日出町

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000004163489.html
http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/644605045883973632/photo/1


#避難情報(18日04:30現在)
【避難指示】

・和歌山県：有田市、海南市

・徳島県：徳島市、阿南市

・宮崎県：都農町

【避難勧告】

・青森県：むつ市、東通村

・岩手県：山田町、岩泉町、野田村、陸前高田市

・宮城県：東松島市

・福島県：南相馬市、新地町

・茨城県：常総市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 
#避難情報(18日04:30現在)
【避難指示】

・青森県：三沢市、五所川原市、八戸市

・岩手県：大槌町、久慈市

・宮城県：仙台市

・福島県：いわき市

・茨城県：常総市

・栃木県：日光市、鹿沼市

・千葉県：千葉市、鴨川市

・東京都：港区

・神奈川県：湯河原町

・静岡県：沼津市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 
コードYELLOW…

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
（中の人）

NHKさん、焦ってるみたいで記事の見出しが「盛手」になっているものがあります。
正しくは「岩手」です。

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
減災インフォ @gensaiinfo · 5時間5時間前 
津波、八戸市、久慈市、鴨川市など避難指示が出ている自治体はこちら



http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 5時間5時間前 
〔チリ中部沖M8.3〕北海道から沖縄にかけての太平洋沿岸を中心に津波注意報発表
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150918-00000003-rescuenow-soci …
日本時間17日07:54頃、南米のチリ中部沖を震源とするM8.3の地震が発生しました。気
象庁はこの地震に伴い、18日03:00、津波注意報を発表しました…

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
Yahoo!天気・災害 @Yahoo_weather · 6時間6時間前 
津波注意報が発表されました。

津波警報・注意報が発表されたら、すぐに高台に逃げてください。また、しばらくそ

こから低い所へは戻らないようにしてください。

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/tsunami/ …

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月18日 03:03】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月18日 03:00
現象：連続噴火継続

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【2015年9月18日 3:03 NHK】
北海道〜沖縄などに津波注意報

http://nerv.link/oxzDDs

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
8/8 【各地の到達予想時刻 2015年09月18日 03:02】
▼沖縄本島地方：7時30分
▼大東島地方：7時0分
▼宮古島・八重山地方：7時30分

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
7/8 【各地の到達予想時刻 2015年09月18日 03:02】
▼大分県瀬戸内海沿岸：8時0分
▼大分県豊後水道沿岸：7時0分

http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150918-00000003-rescuenow-soci
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/tsunami/
http://nerv.link/oxzDDs


▼宮崎県：7時0分
▼鹿児島県東部：7時30分
▼種子島・屋久島地方：7時0分
▼奄美群島・トカラ列島：7時0分
▼鹿児島県西部：7時30分

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
6/8 【各地の到達予想時刻 2015年09月18日 03:02】
▼静岡県：6時0分
▼愛知県外海：6時30分
▼伊勢・三河湾：6時30分
▼三重県南部：6時30分
▼和歌山県：6時30分
▼徳島県：7時0分
▼愛媛県宇和海沿岸：7時0分
▼高知県：6時30分

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
5/8 【各地の到達予想時刻 2015年09月18日 03:02】
▼福島県：6時0分
▼茨城県：5時30分
▼千葉県九十九里・外房：5時30分
▼千葉県内房：6時0分
▼東京湾内湾：6時0分
▼伊豆諸島：6時0分
▼小笠原諸島：5時30分
▼相模湾・三浦半島：6時0分

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
4/8 【各地の到達予想時刻 2015年09月18日 03:02】
▼北海道太平洋沿岸東部：5時0分
▼北海道太平洋沿岸中部：5時30分
▼北海道太平洋沿岸西部：6時0分
▼青森県日本海沿岸：6時0分
▼青森県太平洋沿岸：5時30分
▼岩手県：5時30分
▼宮城県：5時30分



特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
3/8 【津波情報 2015年09月18日 03:02】
[津波注意報]種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島
地方、大東島地方、宮古島・八重山地方

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
2/8 【津波情報 2015年09月18日 03:02】
[津波注意報]伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、伊勢・
三河湾、三重県南部、和歌山県、徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県瀬戸内

海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
1/8 【津波情報 2015年09月18日 03:02】
津波注意報を発表しました。

[津波注意報]北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、
青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九

十九里・外房、千葉県内房、東京湾内湾

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【津波情報 2015年9月18日 03:00】
津波注意報を発表しました。 
https://twitter.com/UN_NERV/status/644571600218513409/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 8時間8時間前 
〔チリ中部沖M8.3〕ハワイで1m近い津波を観測 気象庁は津波注意報を発表するか判断
へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150918-00000001-rescuenow-int …
日本時間17日07:54頃、南米のチリ中部沖を震源とするM8.3の地震が発生しました。こ
の地震に伴い、太平洋の広い範囲で津波が観測されており、…

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 8時間8時間前 
〔チリ中部沖M8.3 ハワイで津波観測〕ハワイ島ヒロで日本時間17日23:06に93cm　マ
ウイ島カフルイで日本時間17日23:35に66cm(PTWC)

https://twitter.com/UN_NERV/status/644571600218513409/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150918-00000001-rescuenow-int


AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10 時間10 時間前 
@neko_aii 
フクイチ汚染が海流の渦で房総半島に戻っているなら、犬吠埼の紫色は関係有りそ

うだ。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
17日：20時7分の山形県置賜地方の地震
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150917201125395-172007.html …
この震源は気を付けた方がいいです。理由は3.11巨大地震の前は、地震がなかった
震源。3.11後、地震の回数が急激に増えた場所（画像：その履歴） 

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月17日18:40 JST (17
日09:40 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 14時間14時間前 
フクイチ3号機、9/13〜9/15でスパイクが二回出てる。 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/644450035174805504/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
チリ地震による日本への津波

気象庁が何度も緊急会見を開いてる訳は（1960年：チリ巨大地震・マグニチュード8.5
）で、日本に津波が到達し（宮城県三陸：6.1m・銚子沖で2.1m）約100名が亡くなっ
てるからで、念のため注意した方が良い 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
鹿児島「霧島山の御鉢」火山性地震が急増

「15日、火山性地震が20回。2010年以来の事。規模の小さな噴出現象（噴火）が突発
的に発生する可能性もあり注意を呼びかけ」　

（気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150916105011.html …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
09月17日15時：気象庁発表

阿蘇山：連続噴火 継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が、現在も噴火中。
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150917150337_503.html

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150917201125395-172007.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/644450035174805504/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150916105011.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150917150337_503.html


…）（170600UTC）

宇宙天気ニュース @swnews · 20時間20時間前 
[記事] 2415黒点群の活動が高まっています。太陽風はやや高速の状態が続いてい
ます。 http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 20時間20時間前 
[速報] C9.5 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月17日12:03 JST (17
日03:03 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 21時間21時間前 
〔チリ中部沖M8.3〕チリ沿岸で4m超の津波観測、日本へは明朝到達可能性も(9/17)（
レスキューナウニュース）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150917-00000010-rescuenow-int …
■被害情報

・チリで少なくとも4人死亡、16人負傷
・震源から西に54km離れたチリ中部・イヤペルで1人死亡、9人負傷

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日22:56
cmk2wl @cmk2wl · 9月17日 
島根県松江市北講武MP（きたこうぶ）でスパイクが出ています。
添付のAが島根原子力発電所。 南南西0.4 kmで近い。
9月17日 15時の風向き。
 
 

http://swnews.jp/
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150917-00000010-rescuenow-int
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月18日）　バイトに持ってくコーヒー紅茶の準備をして冷ましながら、朝ごは
ん（昨夜スーパーで２０％オフだったチキンカツ弁当）を土鍋で温めなおし…

http://85358.diarynote.jp/201509180828557455/

（順番間違えた）　前項参照！

2015年9月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

おはようございます。０８：１３です。

（前項参照してください。）

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

朝６時には起きだして洗濯して洗髪して３０分だけ二度寝して、台所のゴタゴタを少〜しだけ片

付けて、燃やすゴミをまとめて徒歩３０秒の収集場所に出して、バイトに持ってくコーヒー紅茶

の準備をして冷ましながら、朝ごはん（昨夜スーパーで２０％オフだったチキンカツ弁当）を土

鍋で温めなおし…をしながら部屋の換気もしつつ、昨日の洗濯ものを畳んで分類収納して、今朝
の洗濯物を窓辺の定位置に干しましたよ…と。

（＾＾；）

札幌は気温１５℃。午後から雨予報。空気は「海霧系の異臭」充満で、気分が悪いです…（

http://85358.diarynote.jp/201509180828557455/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509180828557455/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150918/85358_201509180828557455_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150918/85358_201509180828557455_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150918/85358_201509180828557455_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


－－；）…。

さて。津波はどおなった…？？

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT1700UP】 マルチタスクをすると脳を損傷、早期の認知機能低下につながる可
能性。シングルタスクで脳に若さと活力を。

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52169242.html …

…あれ…？？（＠＠；）？？

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT400UP】 やばっ！寝過ごした。うっかり1年近く冬眠してしまう動物、ヤマネさ
ん（オーストリア研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200734.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/644508654578761728/photo/1

…改名しよおかな…☆

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日8:32
０

５２

５５

８８．

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52169242.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200734.html
https://twitter.com/karapaia/status/644508654578761728/photo/1
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日15:07
　

集中豪雨に

堤防決壊に

台風連発に

津波に

地震に

噴火に

太陽フレアに

電磁波嵐に

原発爆発露天臨界に

汚染水垂れ流しに

メルトアウト温泉地盤崩落。

工場が爆発炎上。

国会が憲法破壊。

警察官が強殺に強姦商売。

…お次は何ですか〜…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日15:18
突風、竜巻、雹、…初雪…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日20:43
　

小学校の給食室が爆発とか、

釧路の新聞社長が沖縄で溺死とか？(・_・;)？

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


…わざわざ新ワザを
繰り出さなくていいから…

(・ω・;)(;・ω・)
 



（９月19日）　「イソジン飲んどけっ！」と叫んでデマ屋呼ばわりされた私としては
、心中フクザツですわ…

http://85358.diarynote.jp/201509190928172650/

山紫水明なれど、

2015年9月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

空気が変。(-_-#)

喉がエガラッぽくて痛いです。

(∋_∈)

放射性じゃなくて、

化学火災系ですね…(-_-#)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月19日14:48
　

もちろん、ＪＲ北海道の社員を書類送検するなとは言わないが。

(-.-;)

なぜその前に、原発は安全ですとかデマを飛ばし続けて被害を拡大しまくっている、トウデン社

員を拘置しないのか…？

(`ヘ´)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201509190928172650/
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2015年9月19日20:17
　

天敵オニエチケイ（鬼畜系）

 
ＮＨＫの女子アナが胃ガンで死んだと聞けば、３１１直後に

 
「イソジン飲んどけっ！」と叫んでデマ屋呼ばわりされた私としては、心中フクザツですわ…

(ノ-o-)ノ　┫
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月19日22:10
０

５２５

７７７．（＾＾；）
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（９月20日）　フロアじゅうのひとが半病人。体温低下症？で寒い寒い言ってる。(
・_・;)

http://85358.diarynote.jp/201509200816205347/

９月２０日の朝記。

2015年9月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=q1P2q2Vc9MQ
オーディナリー・マーチ 

おはようございます。

０８：１４になっちゃいました。

昨夜は２３：３０くらいに寝床に入り、漫画を一冊読んでから楽しく就眠。

今朝は０５：５７くらいに自然に目が醒めて、野菜ジュースを飲んでから二度寝して、０６：３

０から正式に？起きだして洗濯して洗髪して外干しして、一昨日の洗濯物を畳んで分類収納して

、バイトに持ってく飲料のしたくと、昨日買った半額弁当の土鍋で温め（蒸し）直しまで完了し

ました。

札幌は気温１９℃を超えてぐんぐん上昇中の晴天無風。

線量も湿度も低め。

http://85358.diarynote.jp/201509200816205347/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509200816205347/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150920/85358_201509200816205347_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150920/85358_201509200816205347_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=q1P2q2Vc9MQ


じつに快適です…♪

もうはやタソガレルだけの情報チェックなんか嫌気がさしてきておりますので、さきにちょっと

現実逃避をしてきますね…★

http://85358.diarynote.jp/201509191505334874/
（書き足してきました☆）

https://www.youtube.com/watch?v=pFYxOWvoxDA
汐風のマーチ

地震マップ @eq_map · 21 分21 分前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ22.3km 2015/09/20 08:15:47 http://j.mp/1KYCKNe

地震マップ @eq_map · 26分26分前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ17.7km 2015/09/20 08:15:46 http://j.mp/1KYCtcX

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 足寄町 
【M4.4】HOKKAIDO, JAPAN REGION 42.6km 2015/09/19 23:01:03JST, 2015/09/19
14:01:03UTC
(G)http://j.mp/1KYjkrK (USGS)http://j.mp/1V1LbXj

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【釧路・根室地方 警報情報 2015年09月20日 01:24】
根室、釧路地方では、２０日未明まで土砂災害に警戒してください。釧路地方では、

２０日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［根室北部］大雨

［釧路南東部］大雨・洪水

［釧路南西部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【地震情報 2015年9月19日】
23時00分頃、釧路地方中南部を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い
、地震の規模はM4.0、最大震度3を北海道で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/645237346279948288/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201509191505334874/
https://www.youtube.com/watch?v=pFYxOWvoxDA
http://j.mp/1KYCKNe
http://j.mp/1KYCtcX
http://j.mp/1KYjkrK
http://j.mp/1V1LbXj
https://twitter.com/UN_NERV/status/645237346279948288/photo/1


地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 津別町 
【M3.8】弟子屈付近 深さ3.5km 2015/09/19 23:01:00
(G)http://j.mp/1PciTrt (Y)http://j.mp/1KmPDgz (アニメ)http://j.mp/1LEOMFN

https://www.youtube.com/watch?v=N_0CdLWeVPE
2011年度吹奏楽コンクール課題曲Ⅱ 天国の島 

cmk2wl @cmk2wl · 49 分49 分前 
西日本は、既に日本海側に向かった風に包まれてます。

https://twitter.com/cmk2wl/status/645374786617540612/photo/1
予報は、放出された過去分の拡散は切り捨てられることに十分注意してください。

どの予報もそうです。

誤差が大きくなるので、切り捨てざるを得ない。

しかし風は残っています。 

cmk2wl @cmk2wl · 58分58分前 
風向きがよくありません。

24日ぐらいまで、西日本の太平洋岸は東電福島原発の風下に…。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/645372795707232256/photo/1

kenji @buick54aki · 2 時間2 時間前 
ヤマザキパンから高放射線！　http://bit.ly/1b5X3TU 

木星通信 @irakusa · 2 時間2 時間前 
@prometheus2054 何故、海側に置く。
福一で主電源を海側に設置していて津波で全電源喪失して世界中に驚かれたのに。 
https://twitter.com/irakusa/status/645350493452005376/photo/1

飯山一郎 @iiyama16 · 9時間9時間前 
フクイチの地下に確固として確実に鎮座し、殺人ガスを猛烈に噴出し続ける重量１０

０トンもの臨界デブリ！コレこそが「日本」を滅亡させ、消滅させかねない最悪・最

凶の元凶なのに、誰も彼もコレを見ようともしない。（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09191 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 

http://j.mp/1PciTrt
http://j.mp/1KmPDgz
http://j.mp/1LEOMFN
https://www.youtube.com/watch?v=N_0CdLWeVPE
https://twitter.com/cmk2wl/status/645374786617540612/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/645372795707232256/photo/1
http://bit.ly/1b5X3TU
https://twitter.com/irakusa/status/645350493452005376/photo/1
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09191


こういうのもありますよね

「きざみ昆布：北海道産昆布使用＋販売者：福井県」という表記。→でも「工場は福

島県」　こういうのを問い合せた時に、すぐわかるけど、メーカーの変な対応。こ

の「きざみ昆布」は目黒駅のアトレ地下で売ってる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
よく意味がわからないと言う人に補足です。販売者の表記は九州のメーカーなのでラ

ベルの住所は九州になり、でも別途に製造所固有記号をキャップに印刷してるので、

九州の水源ではなく、工場も他の県。でもそれを楽天などの卸業者が「九州の水です

。工場も九州」として販売。こういう事例が多いらしい

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
ISSに滞在している宇宙飛行士の油井亀美也さんが、9月19日、宇宙から撮影した阿蘇
山の画像をTwitterに投稿。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/645230616493953026/photo/1
報道「阿蘇山、宇宙から見ても噴煙がすごい　油井亀美也さんが撮影

：http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/18/asozan-iss_n_8161868.html …」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
09月19日21時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火 継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が、現在も噴火中。
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150919210011_503.html
…）　噴煙：火口上500m（海抜6000FT）

https://www.youtube.com/watch?v=zRA7_-tL-4s
海上自衛隊東京音楽隊 Tokyo Band マゼランの未知なる大陸への挑戦 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年9月20日15:04
　

降水確率３０％だったのに

まさかの通り雨でソボ濡れ。

(-"-;)
しかも家を出た瞬間から降り始めて、屋根のある自転車置き場に着いた瞬間に上がった…
…(^。^#)…
線量低かったから許すけど。

先ほどから急に空気が変です。

(∋_∈)
咳き込むひと複数。

フロアじゅうのひとが半病人。

体温低下症？で

寒い寒い言ってる。(・_・;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月21日12:51
 
AKIRA 2024さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 5時間5時間前 
福島に来て見れば分る「人間はリスクを背負っても普段の生活を望む。」「リスクはないと考え

て暮らす。」みていて生活優先で生活するのに精一杯。「金儲け上手いか。」「正当性を訴え

るか。」人間の嵯峨良く見える。結局、今の生活で終わりなのです。結局、官僚仕切る金で踊ら

され毒を飲んでいる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 18時間18時間前
 
もうね毎日喉の奥が痛くなる。

いつスパイクしてんだかサッパリわかんなくなった。

この痛みには特徴があって、一日中ず〜っと痛いんじゃないのよ。

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


一日に何回か「痛みがくる」の。

粘膜が破れてビリビリ痛むっていうかんじの痛み。

この数分〜数十分で消える痛みはフォールアウトん時と同じよ。

 
 



（９月21日）　抜け毛。ホでしょ？

http://85358.diarynote.jp/201509211144399843/

【Detox の注意点。重要】.
2015年9月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（＜前２項トリガー追加済）

https://www.youtube.com/watch?v=UkG5qtj3d70
コミカル★パレード 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4時間4時間前 
眠り病、抜け毛。ホでしょ？電磁波攻撃って被害妄想では？まあ、放射線自体も電磁

波の一種と見れば、そうなんですが。

おそようございます。なんと！

１１：２６になっちゃいました。

　（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201509211144399843/
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久しぶりに遅いね…☆

お休みなので昨夜は時計はかけずに眠りましたが、

６時１８分には自然に目が覚めて、

「しまった、寝過ごした！」と感じるくらいよく眠れてて、

７時には起きだして洗濯して外干しして二度寝して、

…あれ…？（＾＾；）…？

体調が…変です…？
具合があんまり…？
内分泌系の調子が変。というか…？？

…（〜〜；）…？？

…で、しばらく、寝床に潜り込んだり…テンテンハンソクしたり、ツボ押ししながら寝つけな
くて、３０分おきに出たり入ったり？しておりました…

…あ、ここまで書くだけで１１：３３になっちゃいました…

Mペッコ @pecko178 · 6時間6時間前 
福一からは今も毎時1000万ベクレル、毎日2億4000万ベクレル放射性物資が出てい
ます。それは雨になり風に乗り水に混ざりアナタの体内に…忘れないで。

…（＾へ＾；）…
そういえば、３１１以来、毎年、秋になると腎臓の調子を悪くしてしばらく寝込んでましたっけ

…

体調管理に、注意しましょう…★
…（－－；）…。

札幌の朝はこれ以上ないくらいの晴天で無風。

湿度も線量も低めの理想世界だったのですが。



予報では午後から、先日のよーな局地的集中雷雨前線が発生する？らしいので…、

天気の変化を読んで、連休中なので混雑緩和めの夕飯タイムを狙って…

遅めに、銭湯出撃予定…☆

https://www.youtube.com/watch?v=q1P2q2Vc9MQ
オーディナリー・マーチ

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13分13分前 
#Detox の注意点。重要。@yoshy707 ビタミンは米国が開発した。ビタミンは放射能
を予防 排除する為の物だ。日本は今これを使うしかないところになっているガ シラな
いで使わない人ばかりで被曝が進んでいる。3 Aug 2014

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月21日13:18

AKIRAさんがリツイート
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月19日 
こんなバカが集まったような国が、同情なんて、されるわけが無い

kingo999 
海外の人が日本を見た感想のひとつ

「日本人は羊と同じだ。屠殺されるのを待っている羊。

どう見ても自分で自分を救う気がないような人たちに、

同情なんてできるわけがない。」

https://www.youtube.com/watch?v=q1P2q2Vc9MQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月21日）　カリフォルニアの住民が被曝をさけてNZに移住してるとか、全然日本
知らないでしょ。

http://85358.diarynote.jp/201509211301136777/

癌保険がんになってもカネは出ない／どうして未だに被曝地帯に

人が住んでいるのか意味が分かりません／ほんとエキサイティン

グな国だぜ。

2015年9月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228
近畿大学吹奏楽部第36回POPSコンサート　
コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー

宇宙天気ニュース @swnews · 36分36分前 
[記事] Mクラスのフレアが2回発生しています。高速太陽風が到来しています。フィン
ランドのオーロラをどうぞ。 http://swnews.jp #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 42 分42 分前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年09月21日 11:18】
上川、留萌地方では、２１日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

［上川北部］大雨

http://85358.diarynote.jp/201509211301136777/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509211301136777/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150921/85358_201509211301136777_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150921/85358_201509211301136777_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150921/85358_201509211301136777_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228
http://swnews.jp/


［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
09月21日09時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火 継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が現在も噴火中。噴煙：
火口上600m・海抜6300FT
）

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150921090134_503.html
…（グレー色の噴煙が多め）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
09月21日 08時26分ごろ
震源地：遠州灘（マグニチュード5.1 　深さ356km）の地震。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
風向きが最悪です。西日本は今週一杯は東電福島原発の風下。

過去に日本海と太平洋に放出された分までが戻ってきそうです。 

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M2.1 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月21日03:01
JST (20日18:01 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
ちなみに2015年9月19日を明けて
http://twitter.com/ST0NES/status/645618637449986048 …
2015年9月20日の0時〜午前1時までのF1録画。
http://www.youtube.com/watch?v=0NjWA3GbT9w …
例の投稿者さんはその後、昼までは録画を非公開。

なにかあったな。@TEPCO_Nuclear

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
9月19日15時ごろ作業員らしきヒト影がF1:3号機の上に確認できるが
海上の船舶なのか海岸に何かあるのか‥http://www.youtube.com/watch?
v=AegGjvtQciE&t=43s …

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150921090134_503.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://twitter.com/ST0NES/status/645618637449986048
http://www.youtube.com/watch?v=0NjWA3GbT9w
http://www.youtube.com/watch?v=AegGjvtQciE&t=43s


煙のようなモノが昇る。雲ではない。前にリンクした録画で19時ごろも海上あたりに
妙な閃光が見える。@TEPCO_Nuclear

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
20〜24μSv/hという高線量がマークされた時間帯のF1
2015年9月19日15時〜23時ごろ。@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=AegGjvtQciE …
http://www.youtube.com/watch?v=MsR3_76rMZ4 …
http://www.youtube.com/watch?v=y7yI4QCJPuA …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
昨日19日夜に（20〜24μSv/h）という異常な線量を検出した福島県のMPは、現在も機
器確認中のまま。欠測の状態。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/645599272667222020/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 15時間15時間前 
めげタマ日記

福島第一原発汚染水（９月３週）外洋のストロンチウム９０が

一気に４倍

2015/09/2019:42
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1565.html … 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
磁気嵐 発生中
発生時間（9月20日：15時03分）　気象庁（http://www.kakioka-jma.go.jp/index.html ）

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 16時間16時間前 
@liamisak_ ２０１１年のフォールアウトの頃、空は黄色〜オレンジ〜茶色だったと記
憶しています。その後、虹がしょっちゅう出るようになり、雷も、雷光がオレンジ

色だったのには驚きました。そして空は黄色〜ピンク色っぽくなりました。先日みた

空は濃い黄色です。＠東京西部

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
NOAAは次の台風を予報している。右上は現在通過中の台風20号。
気象庁の台風予報にこれはない。連休で気象庁はお休み？ 

http://www.youtube.com/watch?v=AegGjvtQciE
http://www.youtube.com/watch?v=MsR3_76rMZ4
http://www.youtube.com/watch?v=y7yI4QCJPuA
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/645599272667222020/photo/1
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1565.html
http://www.kakioka-jma.go.jp/index.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/645543505629155329/photo/1


https://twitter.com/cmk2wl/status/645543505629155329/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月20日 15:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月20日 15:00
現象：連続噴火継続

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
下町のリリアン @ririan10043 · 21時間21時間前 
浪江町のスパイク？ 
https://twitter.com/ririan10043/status/645488212295553024/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 22時間22時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.5 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月20日14:03
JST (20日05:03 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 22時間22時間前 
9/18 フクイチ発光
9/19 浪江スパイク
9/19 犬吠埼紫色
ホウチギ 543：ぎのご怪獣 : 2015/09/20
Fukushima daiiti 2015/09/18 
https://www.youtube.com/watch?v=aWqOrY9ZC_8 … 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ただの黒猫（横浜） @Tomynyo · 9月19日 
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15091701-j.pdf …
9/17東電　地下水観測孔No.2-3でトリチウムが3400Bq/Lで過去最高更新ね 

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月19日 
F1からの放射性水蒸気の真偽とか、本当に、いまだに大量の放射能が漏れているのか
？

自分の体調を見れば分かる。最近、手足の痺れ、所々に針で刺された様な痛み。内部

被曝で体内に取り込んでしまった放射性物質から放射される放射線が細胞や毛細血管

を破壊している痛みだ。

https://twitter.com/ririan10043/status/645488212295553024/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://www.youtube.com/watch?v=aWqOrY9ZC_8
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/2tb-east_15091701-j.pdf


AKIRA 2024さんがリツイート 
HQ勇人／^q^＼スパーク西2W01-b @youto_f · 9月18日 
@aki_kiri 会社の目の前で車がビルに突っ込むわ車が横転してひっくりかえるわ車が炎
上してるわでほんとエキサイティングな国だぜ

https://www.youtube.com/watch?v=eJQWM12w-aQ
近畿大学吹奏楽部第37回POPSコンサート　
ウィークエンド・イン・ニューヨーク 

AKIRAさんがリツイート 
momo @yurusona · 3月20日 
@SyntaxUG
残念ですが、日本全部が汚染されていると思います。

私が住んでいる関西は確実に汚染されています。

AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 3月12日 
つくば気象研究所（福島原発から170km）でモリブデンやテクネチウムが事故当時検
出されていた。

沸点なんとモリブデン 4877度。テクネチウム 5150度。太陽表面 6000度より低いが ニ
トログリセリン爆発より高い温度。炉心溶融は 2800度
全ての核種がガスで放出されていた。

AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 3月12日 
こういった高い沸点を持つ放射性物質が検出されたということは、ウランだろうがプ

ルトニウムだろうが、すべての核種が生活環境にあるということ。

何を検出したとか、割合がどうのとか、生活者にとってほとんど意味がない。

大事なことは、福島原発から離れること。風下に位置しないこと。

https://www.youtube.com/watch?v=K4XHVuFFQMM
香り立つ刹那 

https://www.youtube.com/watch?v=eJQWM12w-aQ
https://www.youtube.com/watch?v=K4XHVuFFQMM


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 34分34分前 
稲刈りシーズンが狙われた大雨によりコメの収穫作業に影響が出ている。

いつもより田畑の乾きがわるく泥濘がおおい。コメも水分が多いまま刈りとる。

乾燥機かけてから市場へ出回っても今年のコメはカビが生えやすいかもしれない。

当然、ヒトも。

War Is Over @kenshimada · 2 時間2 時間前 
フクイチ収束作業の現場で働く作業員（50代　・いわき市）の言葉
「今いちばんの優先事項は、オリンピックのため、アベノミックスのために、安全神

話で情報をコントロールすること。人間の命なんか、どうでもいいという考え方があ

るとしか思えない」

kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
被害者続出いったいどういうことだ癌保険がんになってもカネは出ない

—2人に1人が癌になる時代に保険会社が儲かるカラクリ
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39551 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 4 時間4 時間前 
８／２２ＮＨＫニュ－スであっさりと報道された。「飯館村の10箇所でプルトニウム
検出」　事故直後にはこういっていた。「プルトニウムは漏れない。漏れても重いの

で飛散しない。」ここから学ぶべきは「信じるな！」ということ。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
タイムラインにゲンパツ事故の話題ほとんどない。@TEPCO_Nuclear
まずい。人類史上とりかえしつかない最悪の問題なのに。

世間はもっと忘れてるよ。

@Plutokun_Bot ねえ、放射能汚染どうするの？どうするの？

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 15時間15時間前 
チェルノブイリ超えてる野外で、スポーツやってる事が、異常すぎるんですよね。

オーストリアの子供たちが、僅か数十ベクレルの土壌汚染で、

何年も屋外の遊び禁止になったのか、考えないと、

首都圏4000万人100パーセント病気ですね。データでもそうです

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39551


かにちゃんと世界線 @hunterkani · 19時間19時間前 
"akrsma: 北九州あたりで事故車両有っていうから凄惨な事故を想像してたら国土交通
省の文字が見えて撤去作業かと思ったら天板に国土交通省って書いてある車が横転し

てた"
#横転線
ふーん

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 22時間22時間前 
みょうだな。

Blogのツイート数が405あると表示されてるのに？
http://badlifes.blog.fc2.com/blog-entry-128.html …
なにも出ない。

http://twitter.com/search?f=tweets&q=http%3A%2F%2Fbadlifes.blog.fc2.com%2Fblog-
entry-128.html …
読まれてはこまる内容なんだな。#原発事故の延長が軍国化。
検索にも出ないようにフィルターかけられて。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 23時間23時間前 
な〜んだ。@11STAFF
http://twitter.com/search?q=509684841080578048&src=realtime=default&f=tweets …
コイツら@taro_aso_；@AbeShinzo；@hatoyamayukio
みんな親戚じゃねぇかよ。

http://twitter.com/ST0NES/status/404408195889655808 … 
https://twitter.com/ST0NES/status/645458774522630144/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月19日 
トリチウムをこれほど長期間

吸い込み続ける人体実験など

過去に無かっただろう。

今後日本中でどれほどの犠牲者がでるのか

想像もつかないレベルだろう。 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月19日 
Angama_Market
カリフォルニアの住民が被曝をさけてNZに移住してるとか、

http://badlifes.blog.fc2.com/blog-entry-128.html
http://twitter.com/search?f=tweets&q=http%3A%2F%2Fbadlifes.blog.fc2.com%2Fblog-entry-128.html
http://twitter.com/search?q=509684841080578048&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/404408195889655808
https://twitter.com/ST0NES/status/645458774522630144/photo/1


全然日本知らないでしょ。

カナダから南米に移住したり。

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月19日 
AKIRAさんがリツイートしました 【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】
日本政府が嘘をつき続けるしかないと判断する程の放射能汚染レベル。

そして、本当の事を言えば、その時点で国家が崩壊する放射能汚染レベルという事だ

。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月30日 
@tarakonnburi @pecko178 
デモなんて行っても被曝するだけですね。

国に騙されて、死にに行くようなもんですよ。

他に命掛けなくても、できる事はいくらでもある。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5月27日 
人間が、カビで変敗していく。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 5月9日 
爆発の規模が…
"@ST0NES
石棺しない理由？

"@oceanblue_deep
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律…第七十六条の三 核爆発を生
じさせた者は七年以下の懲役に処する。これが3号機は核爆発を隠蔽したい理由
https://twitter.com/ST0NES/status/591389585755611136/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=ao9UJz0V3ic
近畿大学吹奏楽部　第59回全日本吹奏楽コンクール「地の精のバラード」

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 2014年3月27日 

https://twitter.com/ST0NES/status/591389585755611136/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ao9UJz0V3ic


ばんそこさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
#低線量 #被曝 の #累積 が危険。
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E7%B4%AF%E7%A9%8D&src=typd&f=realtime …
http://ameblo.jp/badlife/entry-11797989121.html#c12480022756 …
脳細胞、考える力が破壊され、自分で自分をどうにもできなくなる者が

今まで以上に増える。

http://twitter.com/ST0NES/status/449155400848252929 …　@ST0NES

https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会「UFOコンチェルト　Ⅱ.Giocoso-Vivo」 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Ｔａｋａｋｏ @AinohitoTakako · 7時間7時間前 
①昨年10月まで東京に住んでいました。我が家は水からすべての食料、徹底管理で子
供達も私たちも安全なものだけ口にしていました。それでも、原因不明の蕁麻疹が

続き、風邪などの体調不良が続いていました。米国へ転居後4ヶ月で、蕁麻疹は全て
消え、風邪もひかず、ようやく全くの健康体へ。続く

AKIRA 2024さんがリツイート 
Ｔａｋａｋｏ @AinohitoTakako · 6時間6時間前 
③チェルノブイリよりも酷い原発事故でありながら、「チェルノブイリのようにはさ

せない」って、何を言ってるんですか？現時点で状況はチェルノブイリどころじゃな

い劣悪な状態なんです。今だって遅すぎるくらいなのに、どうして未だに被曝地帯に

人が住んでいるのか意味が分かりません。続く

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月19日 
名無し：2015/09/19(土) 10:20 ID:XXXXXXXX
ベラルーシの学校みたいになってきた

HinanoF0104 (神奈川県藤沢の女子高生) 9月16日
教室いなさすぎて、、、17人いないって学級閉鎖並み

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月19日 
名無し：09/19 10:24
jyonandfukumaru

http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E7%B4%AF%E7%A9%8D&src=typd&f=realtime
http://ameblo.jp/badlife/entry-11797989121.html#c12480022756
http://twitter.com/ST0NES/status/449155400848252929
https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8


……私の姪っ子は爪がない。20本全部だ。原爆のせいだ。被曝だよ。3世になる。被爆
者手帳はない。公的補助も受けた事がない。声なき民がいる事を知って欲しい。言い

たい事は一つだ。汚染地から逃げろ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
あんごう(脱原発／脱被曝) @ichinang · 1月25日 
最近東京から福岡に移住したという在日韓国人のお母さんと会った。子供の鼻血·白血

球異常など。お母さんは足の爪が剥がれたと言っていた。無防備に東京で暮らして子

供を被曝させてしまったと涙ぐんでいた。放射能の危険が分かる人に在日やら何やら

全く関係ない。ヘイトの話しにすらならなかった。

https://www.youtube.com/watch?v=y1AWl0O3neE
近畿大学吹奏楽部第37回POPSコンサート　ディスコ・キッド
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月21日13:23
案の定、陽射しが強すぎて西の山並みと遠浅の海から大量の水蒸気が発生し…

なんか雨だか雹だか、窓ガラスをびしばし言わせるものが降ってきました…

うかつに出かけてなくて良かった…

（＾＾；）もう一回寝ます…
 

https://www.youtube.com/watch?v=y1AWl0O3neE
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月21日）　午前中の体調不良で家事がはかどらなかった以外は、良い休日でした
。(^-^)g

http://85358.diarynote.jp/201509211454428470/

（仮）の続き。(^_^;)
2015年9月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

予報どおり13時30分頃から無風なのに窓ガラスがびしばし鳴る激雨。ヽ（・＿・；）ノ

下の階で雨漏りしたそうだ。

危うくバス停で遭難する前に、今日は月曜だけど祝日ダイヤでバスが無い！ことに気がつきま

した…σ(^◇^;)。。。

雨やんだようなので、

筋トレ魔神さんで逝きますわ…
(^_^;)

アタナマ14時57分。
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月21日21:47
無事帰投。(^o^)／

おかげさまで狙った通り、

連休中とはいえ

「敬老の日のディナータイム」

の温泉は

比較的すいておりました…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201509211454428470/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201509211454428470/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


(^_^)v

午前中の体調不良で家事がはかどらなかった以外は、良い休日でした。(^-^)g

漫画読んで寝ます〜☆

 



（９月22日）　バイトは中番。３連勤の初日。

http://85358.diarynote.jp/201509220901317512/

カオスはアナタの頭の中身です。

2015年9月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=EuxnJ7TQfWg
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会
「交響曲第１番「指輪物語」　Ⅴ.Hobbits」 

おはようございます。

８：２１になっちゃいました。

（ちゃんと７時に起きて、家事やってました！）

バイトは中番。３連勤の初日。

札幌は「雲ひとつない」晴天。

無風乾燥。気温はぐんぐん上昇中。

線量０.０４０μ。

あさくら彩華堂（フルーツ王子） @arthurclaris · 4 時間4 時間前 
カオスはアナタの頭の中身です。

http://85358.diarynote.jp/201509220901317512/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509220901317512/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150922/85358_201509220901317512_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150922/85358_201509220901317512_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150922/85358_201509220901317512_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EuxnJ7TQfWg


RT @LiberalArtsBA: フクイチは臨界とチェレンコフ光と放射性水蒸気という史上最大
最凶のカオスな世界。放射能汚染は日本全土を超えて太平洋や東アジア圏などへ拡

散中。

cmk2wlさんがリツイート 
しばざきとしえ @toshie_s · 9月2日 
自国で起きた原発事故、収束の見込みもなく汚染だだ漏れ、日常生活に放射性物質が

普通にある恐怖、これを認識するのは単なる現実主義者。有りもしない妄想を膨らま

せているのは汚染などないと決めつけ、あるとわかると閾値を決めたがり、仕舞いに

は死んでいく人を無視し平気で日々を過ごす９割の方。

https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会
「UFOコンチェルト　Ⅱ.Giocoso-Vivo」 

ムーン @bosoboso34 · 10時間10時間前 
@k2cyan 五十年後も福一で作業するひとがいるとは考えにくい。いいとこあと３年で
はないですか？被曝が原因で死人が増えれば福一には誰も仕事に行かなくなるお金貰

って死にたい人だけが行く。そんな人は僅かだし技術もないしろくに働かない、所詮

廃炉は無理でしょう。 
放置炉だ

国民救済【本物】は誰だ！ @SeOmz8 · 17時間17時間前 
国民救済【本物】は誰だ！さんがリツイートしました 命最優先・大山弘一
『疫学』とは食中毒などの原因を特定し業務停止命令などを行政がする場合の根拠と

する科学である。

当然、福一事故の、放射線影響には既に答えは出ている。

が、官僚が認めないだけ。

https://www.youtube.com/watch?v=j4kZesK4uu4
近畿大学吹奏楽部　第59回全日本吹奏楽コンクール「天国の島」 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
もう食べないけどさ、頑張って身を守ってほしい。

https://twitter.com/cmk2wl/status/646088463754768384/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8
https://www.youtube.com/watch?v=j4kZesK4uu4
https://twitter.com/cmk2wl/status/646088463754768384/photo/1


https://twitter.com/cmk2wl/status/646088463754768384/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
ハロウィーンでも皮肉られる日本。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646087825364938752/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2 時間2 時間前 
チリの群発地震。http://twitter.com/search?
q=from:NewEarthquake+Chile&src=realtime=default&f=tweets …
余震にしても震源の #深さ10km 前後が多い。
付近に原子炉も。http://twitter.com/ST0NES/status/644507569751396352 …
コイツらは知っている。→@gensiryokukisei 
https://twitter.com/ST0NES/status/646074223803285504/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
気象庁、やっと先ほど熱帯低気圧a として発表。
「熱帯低気圧 平成27年09月22日03時45分 発表」
NOAAに完全に遅れをとっている。日本近海の話だよ？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646053116811460608/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
#震源はF1 の記録2015
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=1#cal
…
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=2#cal
…
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=3#cal
…
8月は比較的すくなかったから他の月より線量も低めだったか‥

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
#放射能の風。2015年9月22日AM2時。西日本の放射線量が高い。風向き見ると一目瞭
然でF1からの汚染が太平洋沿岸へ伸びてる。21日の昼間から長時間？北海道は先日か
らずっと高い。泊原発か、風向きで韓国の原発の汚染も疑ったほうがいい。 

特務機関NERV @UN_NERV · 6 時間6 時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月22日 03:01】

https://twitter.com/cmk2wl/status/646087825364938752/photo/1
http://twitter.com/search?q=from:NewEarthquake+Chile&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/644507569751396352
https://twitter.com/ST0NES/status/646074223803285504/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/646053116811460608/photo/1
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=1#cal
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=2#cal
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=3#cal


火山：阿蘇山

日時：2015年09月22日 03:00
現象：連続噴火継続

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 8時間8時間前 
★4-Sea Weather News★福島第一原発からの風、遅くとも火曜昼過ぎに大阪に到達予
定で、少なくとも水曜深夜まで続く見込み

http://matome.naver.jp/odai/2141505417958458801 …
はやシルバーウィーク終了の気分・・・ 
https://twitter.com/4_Sea_/status/645982864132038656/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 13時間13時間前 
何だろう？現在は計測中〜

http://ma-04x.net/all.html 
"@TOHRU_HIRANO
昨日19日夜に（20〜24μSv/h）という異常な線量を検出した福島県のMPは、現在も機
器確認中のまま。欠測の状態。" 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/645599272667222020/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 15時間15時間前 
"oswayn6412: 手足口病で、手の皮が剥がれてきた*(^o^)/*
指紋認証してくれないよ*(^o^)/*"
#免疫線
罹患に対して丸裸

ウイルスや菌の巣窟になる

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 18時間18時間前 
アベノミクスだの東京オリンピックだの騒いでも、首都圏の新築マンションは全く売

れていません。ちなみに関西は好調。賢い人は西日本に逃げてますね。→「首都圏マ

ンション発売戸数、15年上期7％減　09年以来の低水準
」http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL14H7P_U5A710C1000000/ … …

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 18時間18時間前 
東京スカイツリーに近い。＞東京都台東区で68,600Bq/kg 4,459,000Bq/m2の放射能

http://matome.naver.jp/odai/2141505417958458801
https://twitter.com/4_Sea_/status/645982864132038656/photo/1
http://ma-04x.net/all.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/645599272667222020/photo/1
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL14H7P_U5A710C1000000/


汚染。

上野駅から浅草駅のエリア。(portirland)
http://portirland.blogspot.jp/2012/02/68600bqkg-4459000bqm2.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 18時間18時間前 
kikko_no_blog
チェルノブイリでは原発の周辺よりも１００〜３００キロの範囲が

最もガンや白血病を発症した人が多かった。

それは事故直後に周辺の住民は避難させたのに、

１００キロ以上の範囲の人たちは普通に生活してたからだ。

今の東京が、まさにこの状態。

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] Mクラスのフレアが2回発生しています。高速太陽風が到来しています。フィン
ランドのオーロラをどうぞ。 http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ロカ @RossoJuiz · 9月20日 
@ST0NES @TEPCO_Nuclear @Plutokun_Bot 川内原発も内緒事項あり、すっかり福
島第一の今をフレコンの汚染だけに注目させてる。政府マスコミのいつもの手口。 能
天気に構えてるとあの時みたいになると思う。震源10㎞と福島・茨城の場合50~60㎞の
意味は不快

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月14日 
とろいぜ。今はタンクの下にガスが溜っ

てhttp://twitter.com/ST0NES/status/627383317793390592 …
#福島第一原発で爆発の危険性？だよ。@Plutokun_Bot
これって穿った見方すれば「無限に注水できる貯蔵タンクにする魔法のあまどい」だ

よね！ 
https://twitter.com/ST0NES/status/643564835112792064/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ダフニゼヨ 緑のスノーデン @daphnezeyomidor · 2013年9月10日 
やめとけ2020東京五輪、
もう世界中で出回っています。メディアが報道しないだけ。 
https://twitter.com/daphnezeyomidor/status/377408395629703168/photo/1

http://portirland.blogspot.jp/2012/02/68600bqkg-4459000bqm2.html
http://swnews.jp/
http://twitter.com/ST0NES/status/627383317793390592
https://twitter.com/ST0NES/status/643564835112792064/photo/1
https://twitter.com/daphnezeyomidor/status/377408395629703168/photo/1


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
岸辺のアルバム @umitosuzu · 9月4日 
３号機の燃料プールなんかあるわけない、というツイートがいくつもあるけど、その

とおりだと思う。爆発後の３号機の建屋は、当時こんな姿だった。もう一度、目に焼

き付けておこう。 
https://twitter.com/umitosuzu/status/639811762846498817/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
丸山健二 @maruyamakenji · 8月11日 
除染などという言葉のあやにあっさり騙させてしまう国民は、いったいどこに目をつ

けているのかと疑いたくなるほどの愚かさで、増えつづけるばかりの汚染水にしても

処理など不可能であり、結局は海へ垂れ流すしか手はなく、東電も国もその腹積もり

に違いなく、あとはどうとぼけ切るかの思案だけなのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228
近畿大学吹奏楽部第36回POPSコンサート　コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプ
ソディー 

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 44 分44 分前 
茨城新聞◆ボランティア、最多3600人に　募集人数の倍以上
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14428454009695&sai=1 …
5連休の中日となった21日、常総市には県内外から水害後で最も多い約3600人のボラ
ンティアが活動に入り、泥の除去作業や被災者の手伝いなどに汗を流した。… #レスナ
ウクリップ

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 9月20日 
NHK首都圏◆被災地支援でＳＮＳ活用広がる
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150920/5088931.html …
「関東・東北豪雨」で大きな被害を受けた茨城県常総市では、若い世代を中心にイ

ンターネットで多くの人と情報のやりとりができるＬＩＮＥやフェイスブックといっ

たＳＮＳを活用し、… #レスナウクリップ

…「善意のボランティア」を巻き添えで総員被曝死させてまで、

https://twitter.com/umitosuzu/status/639811762846498817/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14428454009695&sai=1
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150920/5088931.html


汚染地に「まだ人が住める」という

大ウソ（大和民族絶滅作戦）を

続行したいのか…。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
各地の汚染の数値はずっと前に絶対値の Bqで出揃っている。
居住できるがギリギリの線を探るならまだしも、高濃度汚染地域に出向いて線量計を

あてても意味がない。そんなことをすれば本人も車も周囲も微粒子で著しく汚染さ

れる。

線量計マニアになってはいけない。

cmk2wlさんがリツイート 
自(１)たん @whatyoumustcall · 9月12日 
たぶんアレだな… 政治がどうの経済がどうのって みんな生きてく為に現実逃避してる
んだろうな… もう手遅れな問題は敢えてスルーだもんな…

cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 9月6日 
柏・流山〜松戸はベッドタウンで一戸建てを購入した家族が多い。ローン半ばでそれ

を手放す事は一大決心が必要だ。残された方々は共感できる同じ境遇の人々と「ホラ

健康で何でも無い」と言い合い被曝を負い続ける。仲間内で被曝は禁句となっている

。これは汚染地特有の典型的な社会心理です。

https://www.youtube.com/watch?v=ao9UJz0V3ic
近畿大学吹奏楽部　第59回全日本吹奏楽コンクール「地の精のバラード」 

cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 9月18日 
歯科治療の再発が続々と増えだした。免疫力低下の反映です。今三番町から来院され

た方も根尖病巣ができていた。とにかく過去の治療が全てやり直し対象になる患者ば

かりだ。現実的に可能な方法論と順番で無難に安全な治療をするのみです。#歯科治療
の再発

https://www.youtube.com/watch?v=rxdCB7Xhyr0

https://www.youtube.com/watch?v=ao9UJz0V3ic
https://www.youtube.com/watch?v=rxdCB7Xhyr0


https://www.youtube.com/watch?v=rxdCB7Xhyr0
近畿大学吹奏楽部　第51回定期演奏会「組曲「惑星」より木星」
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日16:11
　

【こいつは平成のＡ級戦犯】

書いて張ったやつ、

座布団１００万枚☆(≧ω≦)b

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日23:14
AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 60分60分前 
身の周りで次々に知人、友人が旅立ち、体を壊す人も増え続けています。これが、福島の放射能

ではないにしても数が尋常ではないほど、若い人に影響が出ています。そろそろ身辺を整理し、

やりたかったことをしてみたり、悔いのない人生にしておきましょう。いつ死ぬか分からない国

になっていますので。

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月21日 
もう、放射能汚染情報はいらない。

収束していようが、収束していまいが関係ありません。

なぜ？

自分の体に聞けば分かるからです。

いよいよ、放射能被曝症の現実が全ての人に降りかかり始めました。
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（９月22日）　バイトが遅番。／バイトはプチ厄日。／「ドウモイ酸が脳に侵入した
場合、海馬、視床、扁桃体細胞を壊死させる」。

http://85358.diarynote.jp/201509230935005366/

昏睡により死亡する／米軍が中国軍と共同演習

／スーダンで自衛隊が警護するのが中国軍。

2015年9月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
Fix You / Clocks - Coldplay (violin/cello/bass mashup) - Simply Three 

遅めようございます。０８：５２です。

バイトが遅番なので、１時間遅れで運行しております。

札幌は現在２１℃。晴天無風。

湿度は低めですが、

線量０.０４１μで、「やや高め」。

全国的に線量がじわじわ〜と右肩上がりなんですが。

…（〜〜；）…
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（地震図。【九州沖】の点線が、綺麗ですね…★）

https://www.youtube.com/watch?v=jakcT5EdP2o
交響組曲 宇宙戦艦ヤマト（A面）

特務機関NERV @UN_NERV · 1 分1 分前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月23日 09:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月23日 09:00
現象：連続噴火継続

cmk2wl @cmk2wl · 28分28分前 
23日 過去に東電福島原発から放出された分は、確実に西日本に到達しています。
新規で放出された分は東日本に。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646469156699705344/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
JOHN @_JOHN_SAN · 38分38分前 
@cmk2wl ドウモイ酸が脳のグルタミン酸受容体を壊死させるって、致死量に至らなく
ても隠れ脳梗塞とかプチ脳梗塞の原因物質ってことになるんじゃないかな。

cmk2wl @cmk2wl · 53分53分前 
やっと気象庁は台風と…。
台風第21号 (ドゥージェン) 平成27年09月23日06時50分 発表
拡散予報はできず、PM2.5予報は他組織に丸投げ。台風すらもまるでダメ。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646463028674727936/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 57分57分前 
アメリカ政府が福島原発事故で発生したセシウム量を計算してみたところ、チェルノ

ブイリ原発事故の1.8倍に匹敵する18.1京ベクレル
太平洋全体が福島原発事故で発生した放射能に汚染された

人類が今まで爆発させた原爆や水爆を全て足した数よりも桁違いに多く、地球上の全

生物に悪影響を与える

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
2015年9月21日
ベトナムでは多数のナマコが海岸に打ち上げられている。

https://www.youtube.com/watch?v=jakcT5EdP2o
https://twitter.com/cmk2wl/status/646469156699705344/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/646463028674727936/photo/1


値段がつくので拾っている地元民も…。
当局は毒性藻類が含まれる可能性と、組織が変化しているので死んだナマコを食べて

はいけないと警告している。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 2時間2時間前 
台風21号 いまココ 
https://twitter.com/pecko178/status/646454471757664256/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
記憶喪失性貝毒（長く生きてきたけど、聞いたことない）

ドウモイ酸によるもの。「中毒症状は食後数時間以内に吐気、嘔吐、腹痛、頭痛、下

痢が起こり、重症の患者では記憶喪失、混乱、平衡感覚の喪失、 けいれんがみられ、
昏睡により死亡する場合もある。」厚生労働省

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「ドウモイ酸が脳に侵入した場合、海馬、視床、扁桃体細胞を壊死させる」「調理加

熱では毒素は分解しない。」厚生労働省。

そして構造式。

放射性物質と関係が深い含窒素五員環です。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
生物が大量に死滅すれば、分解の過程でその周囲の酸素を奪ってデッドゾーンがで

きる。

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
過去半世紀に爆発的に成長した溶存酸素が非常に低い海洋デッドゾーン。

赤い円は「デッドゾーンの位置とサイズ」。黒点は「未知のサイズのデッドゾーン」

。

メキシコ湾の「デッドゾーン」で、魚の生殖器異常が多発していることが明らかにな

った。 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
2015年　サラ・モフィット研究員はデッドゾーンがアメリカ西海岸の全域に広がって
いることを発表。

西海岸の地形に沿って広がる酸素欠乏エリア(黄)。
そして酸素欠乏が危機的状況にあるエリア(赤)。 

https://twitter.com/pecko178/status/646454471757664256/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
さらに「デッドゾーン」は太平洋沿岸の広い地域にも広がっていることが確認されて

いる。

海図をよく見てほしい。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646437933554233344/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
再掲

《重要》福島原発事故、公式にチェルノブイリ超え認定！米政府当局が発表！福島18.1
京ベクレル、チェルノブイリ10.5京…
http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/307.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
ホワイトフードが海魚の放射能汚染地図を作成！福島だけではなく、東日本の広範囲

で魚から放射能を検出！魚には要注意！

http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/451.html …
北海道南岸から和歌山までの魚に必ず数ベクレルのセシウムが出ます

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
この世のものとは思えないフクシマ廃棄物貯蔵施設（院長の独り言）

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/839.html …

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
2014年8月に、トルコの海岸で双頭のイルカの死骸が発見されていた。
https://twitter.com/cmk2wl/status/646383211791028224/photo/1

優しい気持ちが一番 @leh_manali · 7 時間7 時間前 
「茨城・栃木など福島県の隣接県で汚染度合いが高いのは、普通に考えれば福一事故

の影響だが、実は、両県共に福一や東大の核研究施設を中核とした関東核開発ネッ

トワークの一角であり、同地域が311以前から強度に放射能汚染されていた疑いが。
」http://blog.goo.ne.jp/adoi/e/2bb0270a65f3199950e3c5956025ef0b …

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
そうですね。急いで下さい。

https://twitter.com/n_rinko08/status/646363053013860353 …

https://twitter.com/cmk2wl/status/646437933554233344/photo/1
http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/307.html
http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/451.html
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http://blog.goo.ne.jp/adoi/e/2bb0270a65f3199950e3c5956025ef0b
https://twitter.com/n_rinko08/status/646363053013860353


AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
AKIRAさんがリツイートしました スガちゃんマン
被曝症による心筋梗塞だと思います。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
宇宙人ぶー　 @Bu_uuu · 13時間13時間前 
これは広島に投下された原爆の８０発分に値する

　http://jp.sputniknews.com/europe/20150922/938372.html#ixzz3mSzsX6iU …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
月夜野たまみ#ICC4Israel! @tamaru503 · 13時間13時間前 
311の前日、東北上空は 異様なほど熱せられていた。 

AKIRAさんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月21日 
もう5年も食べてない！怒れ国民！
東京電力！次世代の味覚、日本の魚の食文化を返してください！via @oldblue2012
秋の味覚、サンマを食べるかどうかを考える。海の放射能汚染シミュレーションを直

視する。http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/99f9d328ef7dda22c196ee043404caed …
@hanakonene

AKIRAさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 9月21日 
放射能汚染水がダダ漏れしている太平洋で育ったさんまを、どこの木でできてるかわ

からん炭で焼いて、発泡スチロールの使い捨て皿にのせて、身をむしって幼い子ども

に割り箸で食べさせるという行為について、なんの疑問も持たない市民がほとんどだ

から、こんな国になってしまったんだ。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 7月17日 
福島原発事故による放射能汚染は北は北海道南部、西は静岡辺り、東はハワイ辺りま

で広がっています。福島原発事故の放射能汚染は福島だけだと本気で思っている方が

いますが、このように関東の放射能汚染も決して少なくはなく、「安全」とは言えな

い状況　http://bit.ly/ZD13nF

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 7月16日 

http://jp.sputniknews.com/europe/20150922/938372.html#ixzz3mSzsX6iU
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/99f9d328ef7dda22c196ee043404caed
http://bit.ly/ZD13nF


太平洋の放射能汚染がさらに拡大。アラスカの一部やハワイにも汚染が広がってい

ます。http://amba.to/ZY0ru9 
https://twitter.com/Lulu__19/status/316883391620456448/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=uxIhRrhkdTs
交響組曲 宇宙戦艦ヤマト（B面）

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 47分47分前 
@tokaiamada 【（死の商人として）がんばれ日本】　武器輸出企業に貿易保険（税金
で損失補填ありうる） http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015092390071114.html …
https://twitter.com/tenpei2003/status/646458214393901061 … 運命のボタン
https://youtu.be/Z46nUX0rch4

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
なぜ、子供を採点するの？

http://takedanet.com/archives/1040430169.html …
人に序列を強要、洗脳し、社会のオチコボレを生み出す目的だよ

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
トルコの沿岸警備隊は、今年の初めから被災船から 53,000以上の難民を救出していた
。

Aylan Kurdiの死は、シリアの絶望的な窮状を世界に訴えている。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
cmk2wlさんがリツイートしました ALBAIH
国境をなくさないと、悲劇が繰り返されるんだろうね。

AKIRA @AKIRA23150220 · 7 時間7 時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 名もなき投資家��
金の亡者どもの末路は被曝症が発症し阿鼻叫喚の中で死に逝くのだろう。

哀れだ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 葉茶

http://amba.to/ZY0ru9
https://twitter.com/Lulu__19/status/316883391620456448/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=uxIhRrhkdTs
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015092390071114.html
https://twitter.com/tenpei2003/status/646458214393901061
https://youtu.be/Z46nUX0rch4
http://takedanet.com/archives/1040430169.html


311東北大震災後、被災地に入り復興ボランティアを行って逝った
今井雅之氏を忘れないで欲しい。

AKIRAさんがリツイート 
葉茶 @mechako · 8時間8時間前 
食べて応援してた川島なお美さんだけじゃない。被災地を歌って勇気付けていたオペ

ラ歌手の中島啓子さんは呼吸不全、被災地に花を植える活動をしていた園芸家の柳生

真吾さんは咽頭癌。善意の人たちが犠牲になっていく。安全プロパガンダした政府の

罪は重い。

AKIRAさんがリツイート 
よっちゃん @xmenzerda · 10時間10時間前 
よっちゃんさんがリツイートしました 桑ちゃん
除染しても除染しても、いくら除染しても線量が元に戻る！

その度にまた除染！　その度にゼネコンが儲かる！　って事は自民党も儲かる！

そりゃ〜、移住なんかさせないでしょ！

移住させたら除染で儲からないもん！ 

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
4年半の放射能被曝で極端に免疫力が低下している為、年末までに体力のない多くの子
供達が新型インフルエンザウィルスに命を奪われる事になる。

大人の責任だ。 

T. HIRANOさんがリツイート 
kaz hagiwara（萩原 一彦） @reservologic · 19 時間19 時間前 
米軍が中国軍と共同演習をしても、日本の最大の貿易相手国が中国だと知っていても

、原油輸送に南沙諸島を通る以外のルートがあっても、東シナ海ガス田が日本に利用

価値がないとわかっても、それでも中国脅威論は止まなかった。今度はスーダンで自

衛隊が警護するのが中国軍だとわかった。どうするの？

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 19時間19時間前 
東京などの汚染地域で、まだ過ごしてる人たちは

自分の子供がもう、既に子供が作れない体になってる事

何時伝えるんだろうか？？

親がボケてれば、そんなことも、考えて無いんだろうが。



AKIRAさんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 20時間20時間前 
@malityo 関東の友人たちに、何年も食べ物や水や空気の話しをして、つい最近、被曝
防御を始めてくれたのは一人だけ。こんなに、駅や路上で寝ている人たちが多くても

、日常に戻りたいらしいですものね、今、戦中なのに。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 21時間21時間前 
日本国外の報道では、日本はチェルノブイリの10倍以上の放射性物質に汚染され、 東
京は人が住めなくなると報道

AKIRAさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 23時間23時間前 
真実は、痛いね。

真実は、苦いね。

真実は、辛いね。

@k2cyan 
https://twitter.com/kurieight/status/646131355160412160/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月21日 
@honehone_man_7 コンビニン弁当のご飯は、まあ、まず間違いなく汚染米ですよ。
ローソンなんて、三菱商事なんですからね。三菱商事が、福島の汚染米販売にかかわ

ってる事がわかってるんですから当然ですね。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月21日 
東京は、もう医療崩壊が始まってますよ。

今後全員に健康被害がでるんですから

真面な治療が、受けられなうなりますね。

もっと酷いことには、国側から、

甲状腺の検査を真面にしないように

指示が出されてる事ですね。

AKIRAさんがリツイート 
尾崎清之輔＠新時代の幕開けに向けて @LiberalArtsBA · 9月16日 
首都圏の電車の異常な止まり方。救急車による急病人搬送も右肩上がり。首都圏の救

https://twitter.com/kurieight/status/646131355160412160/photo/1


急救命システムはマヒ寸前。首都圏の病院は町医者に至るまで満員御礼。医療システ

ム自体が病人を大量生産中。社会機能のマヒ症状は、加速度がついてくる。（飯山

一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09161 …

AKIRAさんがリツイート 
アンドレ @nihon_no_owari · 9月16日 
東京は、今日も急病人だらけ。人口、どんどん減ってそうだなぁ。

https://www.youtube.com/watch?v=m3Mn-r-uh18
Kazuko Kawashima 川島和子 - The Earth 【HD】

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 24時間24時間前 
原子力緊急事態宣言発令中の

「日本」という集金システムに生きる若者が不憫でならぬ

この島はいずれ死の島になる

放射能汚染の拡大は人間には止められぬ

どうか すこしでも遠くへ避難して若い命を未来へ

民族も国籍も関係ない

あなたという人間は唯一無二「かけがえのない存在」なんだから

https://www.youtube.com/watch?v=Xz_Z9IV5g2w
さらば宇宙戦艦ヤマト／想人（おもいで）
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日本が誇る鰹節製造業は

おフランスへの正式、

避難移住が決まったそうな。

まずはメデ鯛。いや初鰹。（？

静岡でシラス不漁？

あたりまえだろ、シラスは鰻の稚魚だぞ？

太平洋ど真ん中生え抜きの魚類なんだぞ…？

そしてハマオカ自体も

ダダモレ疑惑！

バイトはプチ厄日。

【超キモチノワルイぱたりろ】に再びトリツカレて

気色悪さに気絶寸前。(-o-;)
 
 



（９月24日）　バイトは遅番。／避難した先が福岡ホットスポットだった！さらに逃
げた先の奄美大島では湿度１００％が続いて線量も上がってしまっていた。奄美にはフ
クイチの放射性水蒸気が来ていた。

http://85358.diarynote.jp/201509240924297001/

「 ひとつのなまえ 」。
2015年9月24日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

おはようございます。

０９：１４になっちゃいました。

バイトは遅番。

ちゃんと７時に起きて洗濯して洗髪して二度寝して（＾＾；）、

ご飯とお茶のしたくしました。

個人的にはたいへん快調です。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509240959162007/

現象：噴火多発／西日本は風下です／引きこも

れる人はそうしてください。

2015年9月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

http://85358.diarynote.jp/201509240924297001/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
http://85358.diarynote.jp/201509240959162007/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150924/85358_201509240959162007_1.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=17zBYW0TvQM
【 MAD】進擊的巨人 - 冥府の弓矢 Full (進撃の巨人) 紅蓮の弓矢 

（前項参照）　はいほ〜…♪

市民オンブズマン わらびの杜 @kento_sekkei · 1 時間1 時間前 
国家が暴走を始めたら誰も止められなくなります。福一での原発事故のアメリカの頭

で考える国や政治家はその予兆です。暴走を止めるための沖縄生まれの情報爆弾です

。拡散を。①http://warabij.ti-da.net/c163354.html

amaちゃんださんがリツイート 
新保　吉章 @pat052 · 1時間1時間前 
@tokaiamada 日本ユニセフ協会自体、経費と称して募金の3割を自分が使い、巨大な
ビルを建てるような胡散臭い存在。その事実がわかってから長年続けていたこの協会

への募金は止めた。今でも厚かましく募金の依頼は来ているが無視している。

amaちゃんださんがリツイート 
脱原発の日実行委員会 @datugennohi · 2時間2時間前 
有機農業ニュースクリップ：■南ア　ＧＭジャガイモの商業栽培を認めず

http://ow.ly/Sy6pA

春橋哲史 @haruhasiSF · 2 時間2 時間前 
@kenbanranma 私は、フクイチから放射性物質が洩れ続けているのが不安ですし、働
いている7000人弱の作業員の命や健康の方が不安です。「現在の原発事故より、将来
の戦争が不安」という論理が分かりません。フクイチ作業員なら、傷付き、死んでも

構わないのでしょうか？

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150924/85358_201509240959162007_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150924/85358_201509240959162007_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=17zBYW0TvQM
http://warabij.ti-da.net/c163354.html
http://ow.ly/Sy6pA


amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
激励してるヒマがあるなら、放射能汚染の激しい東葛地方から逃げて安全地帯に移住

しろよ！

北斗晶　ブログに激励コメント続々　乳がん経験者からも応援

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00000122-dal-ent …
東電と自民党が東京に人を住めなくしたんだよ！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
「株式会社ムサシ」実は安倍晋三のオヤジ安倍晋太郎が大株主だった

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=275575 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
本澤二郎

「ムサシ」が自動投票用紙読み取り機や計数機などを開発して使っていた

そこに票のすり替えや廃棄などの不正の手がはいりやすい。そんな手口を８０年代

から、政府・自治体は「ムサシ」選挙システムで実施

この民間会社が投開票事業の全てを独占している

この会社は安倍の父親のスポンサー

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
兵器級プルトニウムは数十年で劣化する　プルトニウム供給のため核関連施設の維持

が不可欠

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/383.html …

ペッコ @pecko178 · 4時間4時間前 
福一からは今も毎時1000万ベクレル、毎日2億4000万ベクレル放射性物資が出てい
ます。それは雨になり風に乗り水に混ざりアナタの体内に…忘れないで。

Takechan【脱原発に家族で3票】 @Takechan123da · 14時間14時間前 
11��落選させたい議員-11��
石原伸晃

自由民主党

衆議院・東京8区
��理由��福島の全町民避難を強いられている中間貯蔵施設候補地に対し、『最後
は金目』と許し難い発言。他にも福一を『福島原発第一サティアン』等暴言多数。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00000122-dal-ent
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=275575
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/383.html


https://www.youtube.com/watch?v=SF6je2O8YIc
【MAD】自由の翼　進撃の巨人 FULL

特務機関NERV @UN_NERV · 36 分36 分前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月24日 09:06】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月24日 09:00
現象：噴火多発

特務機関NERV @UN_NERV · 42分42分前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月24日 09:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月24日 09:00
現象：連続噴火が継続しているもよう

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
西日本は風下です。台風の接近と通過で、10月2日あたりまでは風下になる予報が出て
います。通常時とは比較にならない被曝量になります。

引きこもれる人はそうしてください。添付は24日9時。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646832311443415040/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
9月24日7時22分：気象庁発表
「鹿児島県：諏訪之瀬島で爆発的噴火が多発。今後は03時、09時、15時、21時に定期
的に通報する

：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150924072245_511.html
…」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
鹿児島県：諏訪之瀬島

9月24日の明け方：かなり大きな爆発的噴火。
（気象庁：空振計59.5Pa
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150924035709_511.html
…）　その後、7時までに4回の爆発的噴火。

https://www.youtube.com/watch?v=SF6je2O8YIc
https://twitter.com/cmk2wl/status/646832311443415040/photo/1
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150924072245_511.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150924035709_511.html


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【四国地方 気象情報 2015年09月24日 06:52】
四国地方の太平洋側では、降り始めからの総雨量が１５０ミリを超えている所があり

ます。引き続き２４日昼過ぎにかけて、低い土地の浸水、河川の増水やはん濫、土砂

災害に警戒してください。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4 時間4 時間前 
24日5:30現在、高知県・愛媛県付近で相次いで落雷が観測されています。
九州電力

http://www.kyuden.co.jp/rakurai/inf/rakurai/02_all.html … 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/646786006482485249/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA
【高画質・高音質MAD】 進撃の巨人 / 紅蓮の弓矢【FULL】Attack on Titan 

amaちゃんださんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 2時間2時間前 
すぎもとゆうこさんがリツイートしました Ｄe-GaulledeRainbow
漢方薬が普及したら、製薬会社が困るからだろうて。風力水力発電の開発も、原発商

売のために、昔から規制かけてたし。20年間薬草を増やしてきたのに、販売履歴が無
いから全く賠償されないしさ。 
Ｄe-GaulledeRainbow
@sipersonabuena これは友人に教えてもらったのですが、お茶では「ビワの葉茶」
と「ビワの種茶」が癌を予防するそうです。

なぜか日本と米国では「枇杷が癌の治療に効く」という事実が隠蔽？されているよう

ですが、世界２０ヶ国では枇杷は正式な癌治療に使用されます。

皆様、枇杷茶を毎日飲んで、予防して下さい〜☆

参照： http://85358.diarynote.jp/200805300100240000/
枇杷の実の「種の」美味しい食べ方。(^_-)☆

https://www.youtube.com/watch?v=R2Sz2JBSHpE
【MAD】 自由の翼 【進撃の巨人】 

http://www.kyuden.co.jp/rakurai/inf/rakurai/02_all.html
https://twitter.com/rescuenow_net/status/646786006482485249/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA
http://85358.diarynote.jp/200805300100240000/
https://www.youtube.com/watch?v=R2Sz2JBSHpE


…やはり「物語（商業）作家になって印税で稼ぐ！」以外に…

「私が」「海外へ脱出」する方法が、思い当たらないよ…（＾＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=eAuNKJ0IwxQ
進撃の巨人 26話 【第2期】 OP オープニング Attack on Titan episode26 season2 OP 【MAD】
【Fan Made】
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月24日11:36
南海上の雷が凄い…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月24日15:55
四国は記録更新的な激雨。

九州は豪雨と噴火。

ヽ（・＿・；）ノ

西日本の農産物は壊滅的打撃だろう。(・_・;)

鰹節職人はフランスへ、

千葉の農家は東南アジアへ。

みんな命懸けで国外脱出中。

がんはれ！ガンバレ…！

o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=eAuNKJ0IwxQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2015年9月24日16:08
（私ゃ北海道で、一応「海外」脱出済みだ…ｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月25日9:40
飯山一郎 @iiyama16 · 13時間13時間前 
避難したのはＥ〜が、逃げた先が福岡のホットスポットだった！さらに逃げた先の奄美大島では

湿度１００％が続いて線量も上がってしまっていた。奄美にはフクイチの放射性水蒸気が来て

いた。逃げればＥ〜わけではない。 http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09241 …
 

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


（９月24日）　バイトが忙しかった以外はごく平穏。(*^_^*)　今日も良い一日でした
。(^-^)g

http://85358.diarynote.jp/201509242135418053/

みにさいずエルさんに、ルージュの伝言ｗ

2015年9月24日 労働／対価　 コメント (2)
　

おみやげは３倍増しくらい、

豪華にしたほうがいいですよｗ

過去の処理漏れが発覚して

大惨事になってますｗ

(・ω・;)(;・ω・)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月24日22:00
地震と

噴火と

激雨と

落雷と

原発が、凄まじいね…(・_・;)

あまりベクレないうちに、

無傷で生還してね〜…！

ヽ（・＿・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201509242135418053/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=5
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2015年9月24日23:48
　

当方無事帰投。(^o^)／

買い物運順当。(^_^)v

連休明けのせいか変に車が多く色々と殺気だってる札幌でしたが、個人的にはバイトが忙しかっ

た以外はごく平穏。(*^_^*)

今日も良い一日でした。(^-^)g

漫画読んで寝ま〜す！

(^o^)／
 
 

 



（９月25日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201509250920315392/

９月２５日の朝記。

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

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

遅ようございます。

０９：０５です。

バイトは休み。

予定は終日ひきこもり。

洗濯たたみと衣替えと床掃除と、

不要品排出準備と洗濯と入浴。

合間に情報チェックと、

時間があれば原稿…

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 7時間7時間前 
世界は舞台だ、誰もが何かを演じなければならない。私の役割は英国政府の小間使い

。君の役割は原稿を書くことだ。

の、はずなんですが…
…（－－；）…

…う〜ん…（－－；）…
…しかし、地震が…★

札幌の空気は「なんだか変」です。

「フクイチ系」のよろしくないものがこそこそと来襲中。

（〜〜＃）

…うかつに窓が開けられません…

カラパイア @karapaia · 42分42分前 
カラパイア : ついにミニ氷河期に突入か？2030年に太陽が「眠り」、気温が急激に低
下するかもしれないと科学者が懸念を表明（英研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201412.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647192547987619840/photo/1

参照
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：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD%E3%81%BD%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
『たんぽぽクレーター』

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT1300UP】 親切なのは生まれつき？　利他的な人と利己的な人では脳の構造が異
なることが判明（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52174587.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647090666221252608/photo/1

うん。（－－；）

「今生の実母」に「愛というものが欠落している」のは、

「生得の障害」なので、ショウがナイ…。

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT400UP】 動かなければ得られない：低い自尊心から自分を解放する方法（ライ
フハック） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52172145.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647050396955901952/photo/1

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月25日11:36
　

AKIRAさんがリツイート 
燈-ともる- @to_mo_ru · 9月19日
　

今さら移住なんてしても無駄。

一時の安心を買っているだけの自己満足。

と言う人もいる。私もその言葉に揺れたけど、どうしても「居続ける」という選択ができなか

った。

安心して深呼吸できる、水道水が使える、外に洗濯物が干せる、買い物の幅が広がる・・・こん

な当たり前のことが嬉しい。
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（９月27日）　バイトに持ってく紅茶コーヒー。

http://85358.diarynote.jp/201509270859575245/

近所で家族が全員寝込んでる／あの日ずっと外にだしてたんだ。

政府の言う通り大丈夫と思って／故意による大型航空機衝突に備

えた設備対応。（＝＝＃）。

2015年9月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

（前項コメント欄つづき）

あらためまして、おはようございます。

０８：００ジャストの時報が鳴ってます♪

６時には起きだして洗濯と洗髪して二度寝して再度起床して洗濯干しとバイトに持ってく紅茶コ

ーヒーの準備をして…この時間。

札幌の天気はたいへん不安定です。

そして狂風。（＾＾；）

…自転車通勤、早めに出ないとダメかな…★

http://85358.diarynote.jp/201509270859575245/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509270859575245/
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https://www.youtube.com/watch?v=Q_kXlO7xs3U


https://www.youtube.com/watch?v=Q_kXlO7xs3U
陣内大蔵 - 風を見たくて 

※　昨日のコメント欄で脱出希望さん御推奨の曲。

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=yIEkx4Tw2qo
DRAGON BALL Z ED 僕たちは天使だった 

原作は読んでますが、アニメは観てないので初聴き…。

あ、勝手にこれにつながった♪

https://www.youtube.com/watch?v=fSyEhYrUjjo
シティーハンターの名曲　「get wild」 -City Hunter (get wild) full- 

故意による大型航空機衝突に備えた設備対応

冷却、虫垂、減圧手段の多様化を図るため、貯水設備やフィルタ付ベントなどの設置

をすすめていきます。

※泊発電所の安全性向上については、ほくでんホームページをご覧ください。

つまり、いま現在、ベント設備も無いのに、再稼働とか言っていやがったのかよ…ッ!!

（そもそも、狙われやすい処に、そんな危険設備を造るな…ッ！！）

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 鹿部町 
【M2.5】渡島半島 深さ129.7km 2015/09/27 01:36:33
(G)http://j.mp/1R8D9f1 (Y)http://j.mp/1MQ4HqP

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【地震情報 2015年9月26日】
18時49分頃、苫小牧沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約90km、地震の
規模はM4.4、最大震度2を北海道、青森県で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/647710697699209216/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=yIEkx4Tw2qo
https://www.youtube.com/watch?v=fSyEhYrUjjo
http://j.mp/1R8D9f1
http://j.mp/1MQ4HqP
https://twitter.com/UN_NERV/status/647710697699209216/photo/1


地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 帯広市 
【M3.5】日高山脈 深さ86.2km 2015/09/26 10:48:00
(G)http://j.mp/1WohO4e (Y)http://j.mp/1JuFwSU (アニメ)http://j.mp/1iB04na

…まじで【三重津波】が来そうだなぁ…。

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life) 

若狹　眞礼城 @marekingu · 3 分3 分前 
若狹　眞礼城さんがリツイートしました 平和がいい。
Retweeted 片岡　語朗 (@kataokaee123):
福一の事故責任者を捜査、逮捕、起訴が大事だろう。ポスターに落書きされただけで

逮捕。どっちが巨悪なんだ！

https://twitter.com/kamonegi_yu/status/647908723445248000 …
http://fb.me/7I8sWbBdQ

平成遷都で福島復興 @taskethm · 5分5分前 
フクイチ発の放射能汚染状態を地球規模で調査・集計・管理・公表する責任が日本政

府と東京電力にある。空中発散状態・地上の汚染度のみならず、海水・海底・地下・

生物濃縮まで網羅しなければ「コントロール」できている状況にはならない。安倍首

相は過去の発言を撤回するべき。

首都圏反原発連合 @MCANjp · 49分49分前 
やはり溶融！

福一事故で放射性物質を放出した２号機について核燃料の７割以上が炉心から溶け落

ちている可能性が高いとする解析結果を名古屋大などのチームが発表。大気中を飛び

交うミュー粒子を使ってＸ線のように原子炉を透視する手法で調べた。

http://www.asahi.com/sp/articles/ASH9V574ZH9VULBJ005.html …

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
2015年09月27日　宮城 石巻(イシノマキ)
2015年09月27日　愛知 伊良湖(イラコ)
2015年09月27日　青森 八戸(ハチノヘ)

http://j.mp/1WohO4e
http://j.mp/1JuFwSU
http://j.mp/1iB04na
https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
https://twitter.com/kamonegi_yu/status/647908723445248000
http://fb.me/7I8sWbBdQ
http://www.asahi.com/sp/articles/ASH9V574ZH9VULBJ005.html


2015年09月27日　岩手 宮古(ミヤコ)
その他、千葉、東京の島嶼部も高湿度。 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
濃霧注意報

最終発表時刻：2015-09-27 03:08 
https://twitter.com/cmk2wl/status/647871059807461376/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 5 時間5 時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月27日 03:55】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月27日 03:49
現象：爆発

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月27日 03:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月27日 03:00
現象：連続噴火が継続しているもよう

nakanishi＠八割れ猫 @_kazumasa_ · 6時間6時間前 
現在の状況は、福一がこれからも存在しようが無くなろうが、もはや永久に続く。

我々人間がどうあがいても、311以前の日本に戻るのは永遠に不可能だということで
ある。

2011年12月8日
http://quasimoto.exblog.jp/17028723/ 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
どう考えてもおかしい訳ですよね。

４基も爆発し、全国に飛散したセシウム137が「消えるまで300年かかる」今でも東電
が公式発表してるように大気中に高濃度のセシウムは漏れていて、海にも漏れ、地下

水にも漏れてる。でも報道しなくなった。異常ですよね。当時のチェルノブイリより

も異常な状態

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT700UP】 そして誰もいなくなった・・・たった数年で急速過疎化。滋賀県最大級
のショッピングモール「ピエリ守山」

https://twitter.com/cmk2wl/status/647871059807461376/photo/1
http://quasimoto.exblog.jp/17028723/
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52139864.html


http://karapaia.livedoor.biz/archives/52139864.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647804134876315648/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました 戸谷真理子
松戸駅は2011年7月（γ線：15分平均：0.29〜0.42μSv/h）三郷（0.32〜0.55μSv/h）水
元（0.87〜1.2μSv/h）千代田線の亀有駅までは（0.19〜0.35μSv/h）これをベクレル換
算すると凄い数値です

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
葛飾区 金町駅前
TERRA（0.17μSv/h）
原発事故前、都内はTERRAで（0.05-0.06μSv/h）ぐらい。シンチで計測した場合
だと、Radiで（0.030-0.035μSv/h）ぐらい。

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 15時間15時間前 
朝日◆インフルもう流行？　秋は集団感染の季節、学級閉鎖続々

http://www.asahi.com/articles/ASH9L7WBPH9LUTIL0BG.html …
インフルエンザの集団感染で、学級や学年を閉鎖する学校が出始めた。例年１１月下

旬ごろに流行し始め、翌年２月ごろにピークを迎えるが、実は学校での集団感染

は秋… #レスナウクリップ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
3.11時の4基の爆発みたいに「この状況は、さすがにまずい」という状況でも、絶対
に「危ないよ。危険です」とは、報道しないからね。自己判断でいつでも避難できる

準備はしておいた方がいいですね。1〜3号機の溶け落ちた核燃料の取り出しは、ほぼ
半永久的に無理という見解が海外の原子炉の専門家

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
なんで今ごろ、こんな報道してるんだろう？

以前からわかってたこと。　もうどうにも隠しきれない状況になってるってことだね

。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/647628446693093376/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 20時間20時間前 

https://twitter.com/karapaia/status/647804134876315648/photo/1
http://www.asahi.com/articles/ASH9L7WBPH9LUTIL0BG.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/647628446693093376/photo/1


すぎもとゆうこさんがリツイートしました cmk2wl
増粘剤にこの海藻が使われているという事か？やっと理解できた。 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 20時間20時間前 
名無し：09/26 12:31
0406magi 2015年9月23日
たった今。

知人から。

息子が2年前死んだ。
皮膚癌。

あの日ずっと外にだしていたんだ。

政府の言う通り大丈夫だと思って。

今は八王子に住んでる。

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
常総市 @joso_kouhou · 20時間20時間前 
公営住宅等の一時的に無償提供および住宅の応急修理制度についての相談会場は大変

混雑しているため、各避難所から会場までの循環バスの運行を一時休止しています。

公営住宅等の無償提供の申込は、先着順ではありませんので、ご都合のつく方は、明

日または明後日の相談会にお越しください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
09月26日09時：気象庁発表
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/647614396051492865/photo/1
阿蘇山：連続噴火継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が現在も継続。03時以降
の最高噴煙高度：火口上900m：海抜7300FT
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150926090147_503.html
…）

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
昨日25日の東京は高湿度だったんだ。
99パーセントで連続している。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/647615980424695808/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
バズビー博士も言ってたけれど、海の近くは超危険地帯となる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/647614396051492865/photo/1
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150926090147_503.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/647615980424695808/photo/1


海抜ギリギリを滑るように流れてくるトリチウム。海のヨウ素と化合して風で運ばれ

る物質。砂浜に残る海水に含まれた成分。藻類が波で洗われバラバラになって強風で

舞い上がる有様を想像すると恐ろしい。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：09/26 02:48
mirumiru2014 9月19日
【桐生報告】放射性汚泥野ざらし 風下に保育園
http://tanakaryusaku.jp/2012/04/0004159 
相生かよ……そこに住んでいた友人が甲状腺癌をめちゃ急に発症し、気付いた時には
数値的に相当末期で緊急手術した。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：2015/09/26(土) 10:52 ID:XXXXXXXX
飯館村の除染作業約3年従事した男性の皮膚に黒班 腕は壊疽寸前
http://inventsolitude.sblo.jp/article/164339681.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] 太陽風はやや高速です。カナダ・ドーソンシティのオーロラをどうぞ。
http://swnews.jp #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 9月25日 
近所で家族が全員寝込んでいる。

その中の子どもは心臓に問題があると診断されてしまった。

迫り来るものを感じる。

cmk2wl @cmk2wl · 9月25日 
2015年9月25日　
9月にインフルエンザで学級閉鎖。
東京都調布市、神奈川県茅ケ崎市等。集団感染は北海道、長野、千葉、大阪、愛媛、

沖縄の8都道府県で学校・学級閉鎖。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月25日 
名無し：09/25 12:06
やべぇな

kazu8hokkaido
たった今、匿名の方から電話。

http://tanakaryusaku.jp/2012/04/0004159
http://inventsolitude.sblo.jp/article/164339681.html
http://swnews.jp/


買った中古車が福島のものだったと。どうしたらいいか…と。買って１ヶ月くらいな
のだけど、２週間くらい前にお子さんが風邪…そして、昨日今日と今までに無い、大
量の鼻血…。
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月25日 
名無し：09/25 11:14
nobukent （関東在住）9月22日
今朝の幸楽苑は空の炒飯どんぶりに顔を突っ込んだまま寝てる

女や手付かずのラーメンにゴツい指輪を装着した手が箸を持ったまま丸っとスープに

漬けてたりする輩が沢山いてカオスだった

（続く）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月25日 
09月26日 07時53分ごろ
震源地：東京都（マグニチュード3.5　深さ96.9km）の直下型地震。
震源は東京都港区付近（震央緯度 35.654N：震央経度 139.735E）

cmk2wlさんがリツイート 
はなまま @hanamama58 · 9月24日 
著名人がバタバタ倒れている。子ども脱被ばく裁判の井戸謙一弁護士が、裁判の原告

である福島の看護師に聞いた話。最近がんの進行が早くなった。ふつう手術、治療、

しばらくは安定、数年後転移や再発となるが、一挙に悪化するケース、つまり突然病

に倒れそのまま死亡という最悪のパターンが増えてると。

https://www.youtube.com/watch?v=VhmwiHIE2XA
Love In December (愛在12月) 

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT1600UP】 9月28日11時、今年最大の巨大な月「スーパームーン」が皆既月食と
共にやってくる！お天気の神様、願いを叶えて！

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201466.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647814160697307136/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=-KKGMI-bqZs
A Lunar Sanctuary(月光神殿) 

https://www.youtube.com/watch?v=VhmwiHIE2XA
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201466.html
https://twitter.com/karapaia/status/647814160697307136/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=-KKGMI-bqZs


カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT2200UP】 なるほどそう来たか・・・ケンタッキーがソーセージをチキンではさ
んだ「ダブルダウンドッグ」を販売。鳥豚ミルフィーユでどうよ（フィリピンKFC)
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52183688.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647855696499752960/photo/1

…死にます…。（－－＃）★
https://www.youtube.com/watch?v=YYdAiA5K57k
スーパーサイズ・ミー(字幕版) - Trailer 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
結局、今、この世に生きていて、ツイッターとか意味不明な事をやってる人達が、死

ぬまでに福島原発が「廃炉」になり「廃炉に出来てよかったね」なんて言うのは、

1000%無理です。核燃料は取り出せない。我々が生きてるうちに福島原発の廃炉も無
理だということ。これに対して声を上げてくださいね

https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
Lia - karma 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
続き。半減期という原子力用語に騙されてる

わざとそうしてる。爆発し大量に降りそそいだ（セシウム137）の半減期は30年。60年
後にも「半分になるだけ」それが半減期という概念。つまり原発事故で降りそそいだ

セシウム137が、日本の大地から無くなるまで300年かかる。それでも原発再稼働

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
続き。でも放射線量的には落ち着いてきた事は間違いない。セシウム134の半減期の為
だと思う。でも半減期だから、無くなったわけでもなく、まだセシウム137が地表から
地中にある状態。セシウム137が完全に無くなるまでは300年かかる。幼い子供がいる
親御さんは子供に指導しておいた方がいい

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52183688.html
https://twitter.com/karapaia/status/647855696499752960/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=YYdAiA5K57k
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
続き。汚染してる場所は線量計の挙動が明らかに違う。2011年の原発事故後、福島県
に２度いってツイートしたけど、それでわかった。いわゆる柏、松戸、東葛のホット

スポットは数値の挙動が違う。それとガンマ線が高い地域は、セシウム崩壊時のβ線か

？は不明だけど、地表付近のベータ線も高い状態

https://www.youtube.com/watch?v=U_IIjHCwp_Y
めぐり逢う星の夜 (Over a Starry Night We Met) 

https://www.youtube.com/watch?v=uGOenGxjIhs
Away to the calm(希望) 

 
    
 

コメント

脱出希望

2015年9月27日10:55
おはようございます。２度寝して今起きました。曲を紹介してくださりありがとうございます。

原発は調べてみると明治維新以後の新政府が潰したがっている藩だったり刃向かった藩がある県(
長州勢のライバル薩摩、かつて薩摩と組んだ会津、長岡藩の新潟など)や旧幕府所縁の地(家康の
静岡、会津松平容保と関係がある松平春嶽の福井、会津を逐われた領民が作った斗南の青森など)
や蝦夷地の北海道のみならず戦国時代に東軍だった大名の領地(伊達政宗の宮城など)にメインで建
っているというブログを読んだことがあります。

かつて中央集権に従わなかったため西から征夷大将軍が送られた東北、関東(関ヶ原の東のいわゆ
る東軍)に311でも被害が集中していますね。山口にも原発を建てる動きがあるらしいですがここ
は住民の反対に託つけて建設されないと思ってます。東日本では電気のヘルツが50ヘルツのドイ
ツ製、西日本が60ヘルツのアメリカ製を戦後に導入するとかもおかしいです。世界の国でヘルツ
を分けてる国は珍しく、こんな小さな島国でヘルツを分ける意味がわからないので日本を東西分

断しようとしてるのでしょうか。この国の闇は深いと思います。泊原発再稼働しては北海道に避

難した人は不安になりますよね。汚染が非常に少ない北海道の農作物がないと日本中も困るでし

https://www.youtube.com/watch?v=U_IIjHCwp_Y
https://www.youtube.com/watch?v=uGOenGxjIhs


ょう。

それを除いても1基破壊するだけで日本を破壊するのに充分な原発を燃料入れて再稼働するとか狂
気の沙汰ですよね。コアキャッチャーもなく福一2号機も100%熔けているのでしょう…。

そう言えば本日の日没からユダヤでは仮庵の祭りですね。皆既月食もあるようで来月からはヨベ

ルの年ですね。法王などが訪米しましたし、飛行機墜落やおかしな地震など何もないことを祈り

ます。横須賀に来るロナルド・レーガンも気になります。

シティハンターかっこいいですよね。get wildはカラオケに行った時よく歌ってました！

バイト頑張ってください！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日22:12
＞東日本では電気のヘルツが50ヘルツのドイツ製、西日本が60ヘルツのアメリカ製を戦後に導入
するとかもおかしいです。世界の国でヘルツを分けてる国は珍しく、こんな小さな島国でヘルツ

を分ける意味がわからないので日本を東西分断しようとしてるのでしょうか。

いやそれは深読みし過ぎ。（＾＾；）

明治維新の後、

横浜（江戸商人）の居留地から広がったドイツのメーカーと、

堺（大阪商人）と取引して広がったアメリカのメーカーの、

縄張り争いの結果にすぎませんｗ

（わかるでしょ？江戸〜東北の人間はお堅いドイツ職人と気が合ったし、

大阪ノリの連中は、ヤンキードゥードゥルなアメリカ人とのほうが馬が合ったんですよｗ）

（もひとつ。「日本が東西分断」してるのは、関ケ原「天下分け目」の頃からの伝統ですｗ）

うーんユダヤ教（表）はあまり詳しくないです。カバラ密教とかのほうが好き♪
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（９月27日）　テレビを捨てましょう。／「…バイトの客がバカだらけ…！」という
、オチでございました…／自分が受けたのが暴力だったとはっきり自信をもって自覚
する。こんな歳になってもだよ。あのとき、嫌だっ

http://85358.diarynote.jp/201509271444504110/

チッコペトリロ★

2015年9月27日 家族・子育て コメント (8)

写真は直接関係ない以前のやつなんですけど、まぁ代理でｗ

タイトルについては後でトリガを貼りますわ〜…☆

(ノ-o-)ノ　┫

http://hukumusume.com/douwa/0_6/world_pc/08/12.htm

これです。（＾＾；）

私ゃ長年、たいがい、わが今生の実母はバカだバカだと思って暮らしておりましたが…

少なくとも、まだ幼かった私に、

http://85358.diarynote.jp/201509271444504110/
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「テレビは１日３０分！本当に視たいものだけ選んで観なさい！」とか、

「無駄使いと衝動買いはしない！本当に必要なものかどうか、３日考えてから買いなさい！」

とか…

よく考えると、後々、とても役に立つ、生活の基礎的な知恵や叡智を…

教えてくれて、いたではないですか…！

…！（＠◇＠；）！…

（家計簿のつけかたも、「欲しいもの」予算の管理のしかたの基礎も、みんな母から習った…！
）

…ということに、よくよく感謝してしまう気になってしまうくらい…

「…バイトの客がバカだらけ…！」という、オチでございました…

（どっとはらい…★）
…★（〜〜＃）★…

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日14:52
「けして笑ってはいけない。」とカムイモシリのエカシカムイがたはおっしゃった…

┐(’〜`；)┌

試練だ。(^_^;)
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これは神々から与えられた課題なんだ…ッ☆

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日15:05
ところで脳内放送が

ぽっぽや 終章
と

最遊記 また遇う日まで
の

延々リフレインなのは、

なにごと…？

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日20:23
雷雨も晴れて、

みごとなプレ満月。

残業５分で済んだし、プチ厄日くらいカワイイもんだ〜★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日0:30

AKIRA 2024さんがリツイート 
半端な杉浦修 @sugiura_syu · 2011年11月24日 
ゲーム脳なんかよりテレビを全部鵜呑みにするテレビ脳の方がよっぽど危ないと言ったら「そん

なのテレビで聞いたことない」ってかえされた時もう手遅れなんだと気付いた

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年9月28日0:39

AKIRA 2024さんがリツイート 
愛と虹の天使　フクダルマン @fukudaruma774 · 9月25日 
世の中以前に、まず自分が変わらないと。 これに限る。そして難しい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日23:56
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前  
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
自ら洗脳を解いてゆくというのは、まずテレビを捨てること。RT @jikannganai
TV、新聞は電通という媒体にすべて規制させられ、CIAが支配している。其処に真実を求めない
出でください。NHKも同じ。あなたを馬鹿、白痴にする…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日0:21
bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
佐藤研一朗@仙台インターネットマガジン @kenichirosato · 2010年12月12日 
日本にいると、もうどうにもならないよムードが漂っていている。行き詰まり感、あきらめ感、

絶望感、等々も。　みんな随分痛めつけられた物だと思う。　まず、中央から入ってくる鬱情報

をシャットダウンすることです。テレビを捨てましょう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日0:53
ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
urokosmile @urokosmile · 15時間15時間前 
わたしを抑えつけぬいた母もまた抑圧と暴力を受けて、感覚を鈍くさせられた人なのだ。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
urokosmile @urokosmile · 16時間16時間前 
抑圧されすぎていて、他人の告発の言葉にふれて、はじめて自分もあのとき怒ってよかったんだ

と知ることがある。自分が受けたのが暴力だったとはっきり自信をもって自覚する。こんな歳

になってもだよ。あのとき、嫌だったね、うん嫌だった、怒ればよかったんだよね、って自分に
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きいて、自分がこたえる。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509272159323718/

「私はバカデナシと話したいです」。

2015年9月27日 読書 コメント (3)

前項補足。（＾＾；）

いや、貼るでしょこれは、当然。

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 
　

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日22:04
てことで先ほど無事帰投。

明日も怪しい空模様らしいので洗濯はパスして、２時間ほどＰＣします〜☆

ええ
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http://85358.diarynote.jp/201509272159323718/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日0:25
…あ…（＠＠＃）…

たったいま、原因不明に、３０分がかりの情報チェックがぜんぶ！

消えました…（－－＃）…

ぐれて、寝ますぅ…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日0:49

AKIRAさんがリツイート 
Oさん @yasuyasu909 · 9月15日 
海産物やめました

外食　ほぼやめました

一日3食やめました
加工品　ほぼやめました

大手の銀行　使わなくなりました

洗剤やめました

仕事やめました

テレビやめました

東京やめました

えーとえーと　まだまだいろいろやめました。
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（９月28日）　バイト３連勤の最終日。

http://85358.diarynote.jp/201509280824474642/

三鷹市でヨウ素が２桁。首都圏の被爆者3,000万人ってわかっ
てる？

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

前項コメ参照。朝ごはん作ってきました♪

AKIRAさんがリツイート 
un志水　満 @tennsi21 · 1日1日前 
放射能汚染から身を守る為の知恵〜塩、味噌が身を守る！ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=247376&g=131208 …：放射能に対しては薬はない。人間の体質を作
り変えて、病気にかからなくてすむ身体、また病気にかかっても軽くて治る身体にな

ることである。

さて。バイト３連勤の最終日。

https://www.youtube.com/watch?v=j3r9GWy0SiU
Irish music (some Scottish and English) 
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Irish music (some Scottish and English) 

３０分だけ、情報チェックをしますよ…。

AKIRAさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 1日1日前 
放射能汚染は国内だけではすまないので、いずれ国連から緊急対策を指示されるでし

ょう。何もしないと、最悪の場合、日本は国としての地位を失い、国連管理下の、単

なる " 放射能島 " になる恐れがあります。http://amzn.to/1I2wQGS

むしろ私はコレを待ってる。

国際援助団体が来て、「あなたはどの国に移住したいですか？」と訊いてくれるのを…

答えるさ。「きえろいるあ、うるぐあい！」

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3 分3 分前 
名無し：09/27 09:00
…可能性としてですが、近辺の疑わしい施設を探してみました
西荻窪から南方へ進むとやや西側に、東京都市大の原子力施設があり

そこから西方に進むと先日爆発した、酸化物が保管されていたという米軍施設があり

ます

特務機関NERV @UN_NERV · 10 分10 分前 
【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
胆振・日高地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めて

ください。

この情報は28日09:20まで有効です。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 30分30分前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 猫飯は浜の薫りプロダクション
名無し：09/27 15:19
以前に取材した甲状腺癌の女性ですが2か月前に乳癌で他界していました。甲状腺から
乳房へ癌細胞が転移していたとのことです。原発事故当時、この女性が被ばくした場

所は日立市

http://amzn.to/1I2wQGS


２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 37分37分前 
名無し：09/27 16:08
irukatodouro
「リンパ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移のないもの（pT1a pN0 M0）は 8 例（8％）
」

つまり、９２パーセントの子が、リンパ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移のいずれか

があったんですよ。福島県の小児甲状腺がん手術で

特務機関NERV @UN_NERV · 58分58分前 
【沖縄地方 気象情報 2015年09月28日 07:29】
非常に強い台風第２１号は、勢力を維持したまま２８日夕方にかけて先島諸島に最も

近づく見込みです。先島諸島では暴風となっており、八重山地方では２８日は猛烈な

風が吹くおそれがあります。（続く）

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：09/27 22:24
vivian5163
311爆発後、発狂した私が都内の娘に避難しろ！と言うと、姑さんが「子供には生活が
あり、それぞれ生活を楽しみましょう」と私の過干渉をやんわりと。絶望して沈黙し

た私は最悪を覚悟した。その姑さんはガンで今月、亡くなりました。…

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
石狩・空知・後志地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になってい

ます。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に

努めてください。

この情報は28日08:30まで有効です。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：09/27 22:39
tumu1209
福島市に復興牧場完成、牛乳を生産へ(9/26 福島民報) 
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-542 
休業中の酪農家を支援するため福島市土船に建設された「復興牧場」が２５日に完成

。東北最大級の規模で１０月から操業開始

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-542


カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT2500UP】 9月28日11時、今年最大の巨大な月「スーパームーン」が皆既月食と
共にやってくる！お天気の神様、願いを叶えて！

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201466.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/648245768306880512/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：09/27 23:29
厚労省は２４日付け公表：フランスより輸入の冷凍キノコから放射性セシウム１６０

Ｂｑ検出。原料はポーランドとブルガリア産。自主検査。http://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/27-9.xls …
#外国産はいいから自国産キノコを徹底的に調べなさい厚労省

宇宙天気ニュース @swnews · 2 時間2 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.0 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日06:00
JST (27日21:00 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2015/09/28(月) 01:01 ID:XXXXXXXX
「食べて応援しよう！」先兵の農水省の食堂 海鮮丼のネタは九州産 野菜も西日本産

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
アーニー・グンダーセンさんが、台風によるフクイチ放射能の海洋流出、それによる

太平洋・死の灰汚染の悪夢の未来図に警鐘を鳴らす

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/post-5a51.html#more …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：09/28 02:01
momoa_mjlove
【川島なお美の食べて応援が恐怖すぎる】

自宅でも進んで食べて応援

1年後・軽くぶつけただけで肋骨骨折 
2年後・眼球から出血は半年に一度
3年後・胆管に腫瘍、血液検査は異状無し
4年後・逝去
夫は片目失明、愛犬もがん

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201466.html
https://twitter.com/karapaia/status/648245768306880512/photo/1
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cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
ギロチン破断事故。蒸気発生器内部には直径21ミリ、厚さ1.3ミリしかない薄い金属パ
イプの中に超高圧の熱水が流れる。川内原発には蒸気発生器が3台あるので合計1
万1000本。それが一本破れると、高圧によって他のパイプも一挙に破断させる。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/648247518388596736/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：09/28 02:18
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/164468 …
有名人のがん報道が相次いでいる。驚きと悲しみの声がやまない中、ネット上で“ある
ウワサ”が飛び交っている。２０１１年３月の原発事故後に被災地入りしたことと無関
係ではないのでは、と…

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月28日 06:30】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月28日 06:24
現象：爆発

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2015/09/28(月) 05:17 ID:XXXXXXXX
元福島原発作業員(28)が急性白血病の疑いで緊急入院
http://silvershield.link/birthdaykiki 
#福島第一に半年未満従事した方

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
福島原発事故では、ほぼ 4時間後にメルトダウンが始まったと見られている。
加圧水型原発では、わずか 22分でメルトダウンが起こる。
広瀬隆

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】
渡島・檜山地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めて

ください。

この情報は28日07:40まで有効です。

https://twitter.com/cmk2wl/status/648247518388596736/photo/1
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/164468
http://silvershield.link/birthdaykiki


cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「至近距離にある桜島の噴火が、2010年から毎年1000回以上も噴火している。
一年は365日なので毎日平均3回という異常な状態にある。2014年だけ噴火回数が半分
に減ったが、逆に噴火の規模は一昨年より大きくなっているのだ。 」広瀬隆 
https://twitter.com/cmk2wl/status/648243774221475840/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
石狩・空知・後志地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になってい

ます。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に

努めてください。

この情報は28日06:50まで有効です。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
「川内原発のメーカーは、サンオノフレ原発と同じ「三菱重工」。再稼働した川内原

発1号機はすでに新しい蒸気発生器に交換しているが、アメリカの事故が証明した通り
、新品に交換してから大事故を起こしたのだ。つまり、もうまもなく大事故を起こす

可能性がきわめて高い、という結論になる。」広瀬隆

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月28日 05:02】
北海道地方では、これから２８日夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が非常に不安定

となる見込みです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、竜巻などの激しい突風、

落雷、ひょうに注意してください。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
サンオノフレ原発で、三菱の蒸気発生器が事故で廃炉、

「アメリカのNRCは、メカニックな問題に関して、きわめて高度な技術的能力を持っ
ている。その頭脳集団が「三菱重工は信用ならない業者だ」と判定を下して、廃炉

になったのだから、決定的である。」広瀬隆

宇宙天気ニュース @swnews · 3時間3時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C9.3 の小規模フレアとなり、X線強度は、9月28日04:58
JST (27日19:58 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

https://twitter.com/cmk2wl/status/648243774221475840/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
Googleトレンド検索　日本
肺に水

肺に水が溜まる

胸に水

咳　水

息苦しい 
https://twitter.com/cmk2wl/status/648219956962656257/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
[速報] C4.1 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日03:53 JST (27
日18:53 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 5時間5時間前 
[速報] C4.2 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日02:46 JST (27
日17:46 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 6時間6時間前 
[速報] C4.3 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日01:49 JST (27
日16:49 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 7時間7時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C5.4 の小規模フレアとなり、X線強度は、9月28日00:38
JST (27日15:38 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8 時間8 時間前 
2015年9月28日0時。#放射能の風。
何が起ってるかわからない関東一円も心配だが

http://twitter.com/hopi_domingo/status/648116281724420096 …
http://twitter.com/ST0NES/status/648128831329472512 …
北海道また韓国から風が直撃してるとき放射線量が高い。 

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[速報] M1.9 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月27日19:40 JST (27
日10:40 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

https://twitter.com/cmk2wl/status/648219956962656257/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://twitter.com/hopi_domingo/status/648116281724420096
http://twitter.com/ST0NES/status/648128831329472512
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13 時間13 時間前 
09月27日17時53分
桜島：噴火（噴煙：火口上1600m・海抜7900FT　昭和火口）
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150927180346_506.html
… 

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
2015年9月16日 Record China 
韓国・JTBCは、11年に起こった福島第1原発事故により、子どもの発がん率が最大50
倍にまで高まっているとの研究結果が出され、「放射能と発がんに関連はない」とし

てきた日本政府の主張が数値により覆されたと報じた。

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 14 時間14 時間前 
〔台風21号〕あす28日　先島諸島では猛烈な風に厳重警戒を
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150927-00000007-rescuenow-soci …
大型で非常に強い台風21号は、きょう27日16:00には石垣島の南東およそ320kmの海
上を、時速15kmの速さで西北西へ進んでいます。沖縄県の先島諸島ではきょう27日夜
…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
昨夜の桜島

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150926214334_506.html
…
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/647981838321844224/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 20時間20時間前 
名無し：09/26 21:14
臨海か爆発だってよ

http://shigepy.digi2.jp/public_html/gm10.html …

名無し：09/27 02:35
西荻窪で５μＳｖ…
すぐ傍の三鷹市でヨウ素が２桁出ていたな…

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150927180346_506.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150927-00000007-rescuenow-soci
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150926214334_506.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/647981838321844224/photo/1
http://shigepy.digi2.jp/public_html/gm10.html


AKIRA @AKIRA23150220 · 1日1日前 

首都圏の被爆者は3,000万人だってわかってやってるの？
こんな事。

https://twitter.com/akirarituko/status/647580749973950464 …
銀行に3,000万円の借金をして、今月分の返済は、これだけですって言って1円持って
くようなものだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月26日 
どう考えてもおかしい訳ですよね。

４基も爆発し、全国に飛散したセシウム137が「消えるまで300年かかる」今でも東電
が公式発表してるように大気中に高濃度のセシウムは漏れていて、海にも漏れ、地下

水にも漏れてる。でも報道しなくなった。異常ですよね。当時のチェルノブイリより

も異常な状態

https://twitter.com/akirarituko/status/647580749973950464


（９月28日）　バイトの中身は「ぶち厄日」／みにさいずエルさん危険地帯から生還
。

http://85358.diarynote.jp/201509281444513057/

9月28日の日記
2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

チバラギで地震がピシパシ★

(・_・;)

北海道は

高線量雷雨がビシバシ★

(-_-#)

札幌だけ（比較的）安全地帯。

(^。^;)

西風援軍が、粛々として札幌南空を通過して、道東防衛に向かって行きます…

ヤイサマ〜！レラカムイ！

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日20:32
　

バイトの中身はは「ぶち厄日」でございましたが、

まぁしょせん、

コップの中の嵐〜…★

http://85358.diarynote.jp/201509281444513057/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509281444513057/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509281444513057_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/201509282038184039/

札幌０.０３７μ。

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

みにさいずエルさんも危険地帯から生還したし。(^。^;)

あとのことで、

あまり文句は言わない！

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509282141494986/

あれ？(^。^;)
2015年9月28日 ダイエット コメント (1)

http://85358.diarynote.jp/201509282038184039/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509282038184039_1.jpg
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完全にカロリーオーバー（＾＾；）

…道産キャベツが新鮮ぱりぱりで美味いわ〜…♪

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月27日23:44
amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
朝食にヨーグルトを食べると太ることが判明！腸内細菌に一日中でんぷんや糖を与えると脂肪が

増加！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8499.html …
http://85358.diarynote.jp/201509282141494986/
 

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


（９月28日）　事故後現地調査をしていた会社の社員は、かなり死んでる。

http://85358.diarynote.jp/201509282328211522/

札幌０.０５６μ。

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
【最遊記外伝】また会う日まで【MAD】 

先ほど無事帰投。

神経疲れすぎて熟睡できそうにないので、少しＰＣしてから寝ますわ…

それにしても。（－－；）

さいきん色々すっかり、神経がマヒしているなぁ…★

https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
Don’t Look Back Again 

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

http://85358.diarynote.jp/201509282328211522/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509282328211522_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509282328211522_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509282328211522_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8


2015年09月28日（月）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 0.041 0.039 0.040 6 
07:00 0.041 0.039 0.040 6 
08:00 0.049 0.046 0.048 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6 
10:00 0.041 0.040 0.041 6 
11:00 0.042 0.040 0.041 6 
12:00 0.044 0.043 0.044 6 
13:00 0.049 0.045 0.047 6 
14:00 0.056 0.048 0.053 6 
15:00 0.051 0.044 0.047 6 
16:00 0.044 0.041 0.042 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 
18:00 0.040 0.039 0.040 6 
19:00 0.040 0.039 0.040 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.040 0.039 0.040 6

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
【最遊記・外伝】 最/後/の/歌 （MAD）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509290020041722/

茨城県常総市 0.751μSv/h／最大瞬間風速８１．１メートル／一
般人を封鎖し、特権階級を逃がすための通行止めなんだ／全員癌

で亡くなった。

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
http://85358.diarynote.jp/201509290020041722/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509290020041722/


https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg
saiyuki - fukisusabu kaze no naka de (WAG) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 分6 分前 
最近、極親しい人と話すのは「水道水は気をつけた方がいいね。そもそも海外では水

道水をガブガブ飲むこと自体が変なわけで、東京は葛飾の金町浄水所がメインで他に

埼玉など数カ所の浄水所からの水。その地域の放射線量を知ったら飲めないよな。ベ

ータ線って言ってもあいつらヨウ素131しかみてない」

宇宙天気ニュース @swnews · 32 分32 分前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.2 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日22:39
JST (28日13:39 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 53分53分前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.1 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日22:17
JST (28日13:17 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
2015年3月30日 茨城県常総市 0.751μSv/h
http://hakatte.jp/spot/54178 
#東電の原発事故 の汚染もうやまず、

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509290020041722_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509290020041722_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509290020041722_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://hakatte.jp/spot/54178


#JOC放射性廃棄物焼却処理 の汚染もある‥
そこでまた危険な #がれき を笠間市へ回して燃やす？
犯罪ですよ。@joso_kouhou

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
よく勘違いしてる人がいて

「桜島って昔から噴火してるよね？」という人。それは違う

最も危険な「爆発的噴火」が激増したのは3.11の2年前の2009年から。今年は史上最速
のペースで爆発的な噴火をしてる。だから九州で原発は絶対にダメ

宇宙天気ニュース @swnews · 2時間2時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C8.1 の小規模フレアとなり、X線強度は、9月28日20:57
JST (28日11:57 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
今日、こっそり報道されてるのは

10月15日に九州の「川内原発」は、2号機も再稼働させる計画という報道。
ここを再稼働させる前には火山の専門家が「止めとけ。あぶない」と指摘していた、

今の日本で最も危険な原発から再稼働してる状態

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月28日 21:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月28日 21:00
現象：連続噴火継続

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
9月28日16時：気象庁発表
「桜島は本日28日02時33分、南岳山頂火口で噴火しました。噴煙が火口縁上2700mま
で上がり、噴煙が火口縁上2000m以上まで上がったのは、平成23年2月7日の2000mを
観測して以来です」

宇宙天気ニュース @swnews · 3時間3時間前 
[速報] C8.5 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日20:32 JST (28
日11:32 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


鳥海山 @hassann24 · 3時間3時間前 
【何か隠している雰囲気】フクイチの最終報告が提出されるＩＡＥＡ総会が、ひっそ

りと、開催されている http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=307980&g=131108 …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4 時間4 時間前 
名無し：2015/09/28(月) 16:18 ID:XXXXXXXX
makotokasai
つくば市住民は、僕の言う事が嘘だと思うならつくば市役所を見て来たらいいと思う

。

正面の立派なカツラ並木がボロボロだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
9月28日
「大噴火、十分な警戒が必要。　日本火山学会が、今日から3日間の日程で開会。世界
的に見ても日本だけが、200年ほど大噴火を経験しておらず、十分な警戒が必要と注意
喚起した」

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000059494.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【沖縄地方 気象情報 2015年09月28日 19:32】
与那国町祖納では、２８日１５時４１分に南東の風８１．１メートルの最大瞬間風速

を観測し、統計開始以来の極値を更新しました。八重山地方では暴風、高波、高潮に

厳重に警戒してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
09月28日15時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が現在も継続。09時以降
の最高噴煙高度：火口上500m：海抜6000FT
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150928150139_503.html
…） 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：09/28 18:32
…ちょっと信じられないが、事故後現地調査をしていた会社の社員は、かなり死ん
でる。俺の知ってるメンバーは4年間で5人全員癌で亡くなった。癌発生部分は結構さ

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307980&g=131108
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000059494.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150928150139_503.html


まざまで大腸がん1、白血病2、胃がん1、肺がん1。全員50才以下…

amaちゃんださんがリツイート 
真実を探すブログ @kennkou1 · 6 時間6 時間前 
【必見】今日は３３年ぶりの天体ショー！巨大な月「スーパームーン」と皆既月食が

同時発生！ネット上では地球が滅ぶとのオカルト話も http://saigaijyouhou.com/blog-
entry-8177.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 7時間7時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日16:34 JST (28
日07:34 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【沖縄地方 気象情報 2015年09月28日 16:59】
与那国町祖納では、２８日１５時４１分に南東の風８１．１メートルの最大瞬間風速

を観測し、統計開始以来の極値を更新しました。八重山地方では暴風、高波、高潮、

土砂災害、低い土地の浸水、河川のはん濫に厳重に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月28日 15:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月28日 15:00
現象：連続噴火継続

kenji @buick54aki · 10時間10時間前 
東日本大震災でオバマ大統領が福島第1原発から80km圏内にいるアメリカ人に退避勧
告をした画像が流れた

AKIRAさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 10 時間10 時間前 
【拡散】LuckyKaoru チェルノブイリでは、4年後にも政府が決断し、強制移住をとっ
た地域がありますね…。バタバタと人々が病気になったり、死に始めたからだそう
です。 その事実、把握している人々が少ない気がします

宇宙天気ニュース @swnews · 10時間10時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M3.6 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日12:55
JST (28日03:55 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8177.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


#swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
09月28日：桜島
02時33分：噴火・火口上2700m
04時59分：噴火・火口上1100m
07時34分：噴火・火口上1300m
10時44分：噴火・火口上1400m
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150928105332_506.html
… 

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[記事] 2422黒点群の活動が強まって、Mクラスのフレアが2回発生しています。
http://swnews.jp #swnews

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：09/28 09:53
ikarostayuu
すぎもとゆうこさんがリツイートしました文鳥さん

３月下旬の、一般車両通行止めになった東北道を、外人を載せたバスが一杯南下して

たと、SＡの人が怒って電話してきたっけねぇ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
amaちゃんださんがリツイートしました すぎもとゆうこ
３１１メルトダウン後、通行止めにしてある東北道をアメリカ人を乗せたバスが大量

に南下したとの証言

https://twitter.com/ikarostayuu/status/648297277337964544 …
これで通行止めの本当の意味が分かる

一般人を封鎖し、特権階級を逃がすための通行止めなんだ

次に来る巨大震災でも同じことが起きる

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
測ってガイガー！ @hakatte · 9月21日 � 茨城県 ひたちなか市 
【報告】測ってガイガー！茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町 付近から 屋外 地表 1mの放
射線測定値(0.609μSv/h)が投稿されました！ http://hakatte.jp/spot/54772 #hakatta
#jp_geiger

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150928105332_506.html
http://swnews.jp/
https://twitter.com/ikarostayuu/status/648297277337964544
http://hakatte.jp/spot/54772


https://www.youtube.com/watch?v=asyvA7XjZnw
1 Hour of Celtic Elf Music 

    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日1:04
おやすみなさい。

（＾ｗ＾）／

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=asyvA7XjZnw
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月29日）　バイトは休み。病名は無知。死ぬかと思うほど辛かった。

http://85358.diarynote.jp/201509290810363673/

9月29日の朝記。
2015年9月29日 日常 コメント (1)
　

おはようございます。

9月29日の、
8時18分です。(^_^;)

札幌は気温１６℃。

冷たいストロンチウム湿気含有で、寒いです。

黄葉が始まっています。

(^_^;)

バイトは休み。

予定は家事と買い出しと、

銭湯出撃と、

情報チェックと原稿…

(・ω・;)(;・ω・)

１５分おきに高線量の雨が

降ったり晴れたりする(-_-#)
不安定極まりない天候なので、

「高度に柔軟かつ臨機応変に」

スケジュール調整して、

ガンバリマス…

(^_^;)

出羽。

http://85358.diarynote.jp/201509290810363673/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201509290810363673/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509290810363673_1.jpg


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日9:00
ダメだ。激ねむ。(∋_∈)
異様睡魔が来ました。寝ます…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509291136046258/

老化や脱毛／カイカイ／病名は無知。／３号機横を通り過ぎるだ

けで車内440μ/ｈ／もう遅いけど／いま何をしますか？／突っ立
って他人の死を観戦？／「日本で、安定した仕事を得られてな

い人」こそ海外に出よう。

2015年9月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228
近畿大学吹奏楽部第36回POPSコンサート　

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201509291136046258/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509291136046258_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509291136046258_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509291136046258_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228


コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
もうおそいけど。

原発が爆発後、枝野氏の会見で「北関東の野菜から50,000ベクレルのセシウムが検出
されたが、普通は1kgも食べないので、ただちに人体に影響はありません」とか、これ
に騙された人が多かった

「5万だよ、5万ベクレルは危険。しばらく食うな」と言ったら逆切れされた

T. HIRANOさんがリツイート 
平川典俊 @soudearunara · 9月23日 
日本の国民は日本で何が起き続けているかほぼ知らされないまま、お笑い芸人を中心

とした本当につまらないバラエティ番組を観ながら、「まだ大丈夫」と自分に言い聞

かせながら日々を生きてきたように見えます。しかしもうかなりの状況が永遠に復元

できないところまで突き進んでいます。今何をしますか？

（前項コメント欄つづき）。

９：００ジャストに気絶（寝落ち）して、

キッカリ１時間後のほぼ

１０：００ジャストに前線到達して豪雨が降り始め、

これはもう窓は開けられないから家事も自転車外出もムリだと、あきらめてＰＣ前に座るべく、

昼ごはんのしたくだけしてたら雨があがって、現在は、陽射しが…

…（〜〜；）…

で、まだまた北の方角には次の豪雨雲海軍団が…。

…（－－；）…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
元京都大学の小出さんが警告していたように「トリチウム：β線」は『雨の降る仕組み

』から、日本全国の雨が危ない。モニタリングポストは（ガンマ線）しか計ってない

から数値に出ない。アメリカの原発近くで「トリチウム」で健康被害の訴訟が起っ



てる。

ぐれながらＰＣのふたを開けたら、表示が、

１１：００きっかりでした…。

https://www.youtube.com/watch?v=ChoCFop_K5s
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会
「UFOコンチェルト　Ⅰ.Andante-Con moto」 

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年09月29日（火）【当日】
01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.044 0.039 0.041 6 
03:00 0.048 0.044 0.046 6 
04:00 0.046 0.042 0.044 6 
05:00 0.043 0.042 0.042 6 
06:00 0.054 0.045 0.049 6 
07:00 0.057 0.052 0.055 6 
08:00 0.054 0.047 0.051 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6

https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会
「UFOコンチェルト　Ⅱ.Giocoso-Vivo」

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 59 分59 分前 
官僚のシワザ2011年7月鶏の餌には法律で魚粉を混ぜる事が義務づけられている魚の骨
などでストロンチウムが大量に入っている鶏肉と卵のストロンチウム検査をすぐにや

らないと死者続出

ラーメン

https://www.youtube.com/watch?v=ChoCFop_K5s
https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8


骨粉

急病人

人身事故

給食

水道水

倒れ 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
#あるある。内部被曝の初期症状としては風邪のような免疫力の低下と並んで
細胞内を巡る核種に再び似たモノが回ると、

そのひとの血液循環わるいところへ出ますね。

http://twitter.com/ST0NES/status/607224775136518144 …
とくに食べ物からか‥

@hanakonene カイカイが、広がってますか？

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 3時間3時間前 
今日の犬吠埼 9/29 8:23 曇り
2015の紫色
1回目 7.9〜7.20
2回目 8.28〜9.7
3回目 9.13
4回目 9.19
5回目 9.29〜
ライブカメラ→ http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/648640632806703104/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
この放射線量の上昇は時期的に野焼きっぽい気もしますが

史上最悪の事故を起した東電の@TEPCO_Nuclear柏崎刈羽原発
でhttp://twitter.com/ST0NES/status/638366125013659649 …
再稼働の準備やってるんですか？@IzumidaHirohiko 
https://twitter.com/ST0NES/status/648629136173338624/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
ようするにF1:5号機も3.11地震でブッ壊れていたわけですね。
@SimplyInfoOrg IAEA Report Admits Fukushima Unit 5 Worse Than Previously Stated
http://translate.google.com/translate?

http://twitter.com/ST0NES/status/607224775136518144
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/648640632806703104/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/638366125013659649
https://twitter.com/ST0NES/status/648629136173338624/photo/1
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.fukuleaks.org%2Fweb%2F%3Fp%3D15022&tl=ja


u=http%3A%2F%2Fwww.fukuleaks.org%2Fweb%2F%3Fp%3D15022&tl=ja …

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
西日本の風向きがかなり安全になるのは、10月1日以降。
それまで我慢。 湿度がおさまっていても、臨界は繰り返す。 

AKIRAさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 6時間6時間前 
風評被害じゃ無いだろう。どうして心臓が痛いんだ。→ バンダジェフスキー博士：セ
シウムは心筋を攻撃する。

AKIRA @AKIRA23150220 · 6時間6時間前 
AKIRAさんがリツイートしました きーこ (I am not ABE)
太平洋で採れた魚は絶対に食べない事。

ストロンチウム、トリチウムが体内に入ると全てのDNAが破壊されていきます。
つまり、細胞が再生出来なくなるという事です。

それは、皮膚の老化や脱毛になって現れます。

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
"26MAYUKO: 会社で急性白血病が出た。知る限り二人目"
#罹患線
ありふれてしまう白血病

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
"happy_27_m: 後輩が急性骨髄性白血病にかかった…
身近で二人も急性骨髄性白血病にかかるなんて思ってなかったよ…
とにかく今は後輩が早く治るように応援してます。"
#罹患線
偶然か必然か？

生きるか死ぬか？

あなたなら何をなす？

突っ立って他人の死を観戦するか？

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M7.6 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日23:58

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


JST (28日14:58 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
元京都大学の小出さんが2011年5月の時点で警告した核種は「トリチウム」ですよね。
連日連夜、ネットで警告してた

福島原発のタンクの中はトリチウム。大量に、しかも高濃度に海に漏れてるのもトリ

チウム。トリチウムは水と分離できないβ線核種 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648514052658860038/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
なんですか？重大発表って。

火星に原発を建設ですか？@NASA
https://twitter.com/NASA/status/648514253406781440/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C9.8 の小規模フレアとなり、X線強度は、9月28日23:34
JST (28日14:34 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 12時間12時間前 
20150928 いわき市好間町
空間線量率グラフ

http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_720408.png … 
https://twitter.com/SirBears/status/648500022670028800/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.2 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日22:39
JST (28日13:39 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

AKIRAさんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 13時間13時間前 
現実は厳しいのよ浪江町、下流域幾ら除染しても将来展望もって漁業再開夢見ても放

射性物質は次から次から流れ込むんだよ。南相馬市だって飯舘村の汚染水流れ込む。

フレコンバックも流されたよね。それでも浜通り安全ですかね？その地に住みたい気

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648514052658860038/photo/1
https://twitter.com/NASA/status/648514253406781440/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_720408.png
https://twitter.com/SirBears/status/648500022670028800/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


持ち分らないでも無いが自宅草刈りしてて悲しくなったよ

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.1 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日22:17
JST (28日13:17 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

AKIRA 2024さんがリツイート 
リリー@静岡移住 @kaminarinari · 14 時間14 時間前 
水式空気清浄機、、

空気悪いときは、一晩でにごり、

ヤクルトのような色の液が沈殿する

九月初旬から半ばはひどかったなあ。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 23時間23時間前 
20150928 新潟県上越市
空間線量率グラフ

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_15.png … 
https://twitter.com/SirBears/status/648343794975268865/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ビンゴたろう @sp9bingotarou · 9月27日 
【メモ】2015.09.25_22.00-01.01.Unit4side フクイチ火焔と赤光、、、そして光の凶宴
→https://www.youtube.com/watch?v=1fW726eEX-g … 

AKIRAさんがリツイート 
月夜のふくろう @owlmoon521 · 5月23日 
身近な方の知り合いで、突然死が二人。

どちらも60代で、これからの人生を楽しみに退職後、すぐに…。
うち、お一人は白血病だった。

死が、スピードあげて、

どんどん迫ってきてる…

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 3月13日 
もうどうにもできません。手に負えません。史上最悪の事故だから。汚染と被曝はと

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_15.png
https://twitter.com/SirBears/status/648343794975268865/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=1fW726eEX-g


まらない。RT@akihikoyoshitom: 夕べのNHK解説　廃炉への道　３号機横を通り過ぎ
るだけで車内440μ/ｈという途方もない線量！どうすんだよ？
https://twitter.com/akihikoyoshitom/status/575598701969715202/photo/1 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年2月15日 
どうなってんのこれ？ 
googleトレンド検索　わきが 足の臭い 体臭 口臭 
https://twitter.com/cmk2wl/status/434647480433512448/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 2014年2月15日 
@cmk2wl 　昨年あたりから明らかに体臭口臭のきつい人が増えました。診察室の空気
清浄機をハイパワーのものに交換しなくてはいけなくなりました。　　もちろん経済

状態の悪化で、洗顔入浴着替えなどが十分に出来ていない方も増加していますが、そ

れとはことなる異様な感じがしています。 cmk2wlさんがリツイート

https://www.youtube.com/watch?v=c13WkBRLtMA
近畿大学吹奏楽部　第51回定期演奏会
「Visions of Light より3.Thunderclouds (White Mountain Range)」 

cmk2wlさんがリツイート 
ばかだもーん♪（ばばあん） @vivian5163 · 23時間23時間前 
いまだに血縁者は私を煙たがって、話をそらす。マスクもしやがりません。ＴＤＬも

行きやがる。外食ばんばん。今頃、バーベＱでサンマ祭り。勝手にすればいいですよ

。声ガラガラのアナウンサー増えたし、ＴＤＬタレント、目の周り真っ黒ですよ。病

名は無知。

cmk2wlさんがリツイート 
tunenti @tunenti · 9月10日 
私は爆発後、ずっと放射能拡散予測を毎日見ていたので、秋田が爆発直後、何度も放

射性プルームが来ていた事をわかっていた。体が紫外線を浴びるように家の中にいて

も感知していたから。とても辛かった。息子と二人、家の中心でぐったり横になって

いた。死ぬかと思うほど辛かった。拡散予測通りに来てた

https://twitter.com/akihikoyoshitom/status/575598701969715202/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/434647480433512448/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=c13WkBRLtMA


cmk2wlさんがリツイート 
ばかだもーん♪（ばばあん） @vivian5163 · 9月27日 
311後、嫌いだったｔｗを開けたら私と同じ人がいっぱいいた。窓を閉めて泣いてたし
、恐怖と私の人生の幕が下りるのをハッキリ感じた。それから怒涛のように人間関係

が破たんし、ひとりになったけどｔｗに行けば友人がいる。悲しくなると開けてた

らどっぷり。ここには私がいっぱいいる。

https://www.youtube.com/watch?v=y1AWl0O3neE
近畿大学吹奏楽部第37回POPSコンサート　
ディスコ・キッド

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
苛政府は見た？

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E7%81%AB%E6%98%9F&src=realtime=default&f=tweets …
（ちょっといきぬきな。

まいにち放射能汚染‥つかれるんだよ。）

　　Life on Mars http://www.youtube.com/watch?v=Uwf2LJ1Wu_Y …

（ひさびさに聴いた。こころがあらわれる。）

T. HIRANOさんがリツイート 
平川典俊 @soudearunara · 9月16日 
憲法を無視したら何でもできるようになるのは当たり前。それを国の最高責任者の首

相自らおこなったら完全なクーデター。それにしても背後霊のようにそのクーデター

にしがみつこうとする人間倫理を喪失した、利権獲得を狙う人間たちがあまりにも心

貧しくさもしく見える。

https://www.youtube.com/watch?v=90tLK7NIccs
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会

https://www.youtube.com/watch?v=y1AWl0O3neE
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E7%81%AB%E6%98%9F&src=realtime=default&f=tweets
http://www.youtube.com/watch?v=Uwf2LJ1Wu_Y
https://www.youtube.com/watch?v=90tLK7NIccs


「地球 -美しき惑星-」

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
免疫は腸内細菌、電磁波、栄養に大きく左右される。

同じ水を飲み、同じ電磁波を浴び、同じ汚染された食べ物を長年食べれば等しく罹患

率は上がる。

遺伝は解毒酵素の量に関係する。アルコールと同じ。解毒を越えた汚染は体を破壊

する。

広義では太陽光も有用電磁波

AKIRAさんがリツイート 
akochang @akoakoakochang · 10時間10時間前 
皆んな勘違いしてるんです

海外に逃避すべきは富裕層なんかじゃ無い

「まだ、資産の無い人」

「日本で、安定した仕事を得られてない人」

「年金で損が確定した、若い人」こそ海外に出よう

つまり↓

「しがらみが無い人」こそ海外に出やすいのです

「言葉」は必ずどうにかなります

https://www.youtube.com/watch?v=-eE72sseOBM
近畿大学吹奏楽部　第51回定期演奏会
「Visions of Light より2.Moonrase-Hernandez, New Mexico」 

１２：００ジャスト！

（＾＾；）

終わります。銭湯出撃〜♪

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-eE72sseOBM


（９月29日）　

http://85358.diarynote.jp/201509292027375485/

札幌０.０９２μ。…（００；）…
2015年9月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

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

現在２０：１７。

さきほど１９：３０ごろ帰投。

0.092μの雨に全身「濡れくり鼠」（＞＜ｐ）で帰宅したので、

無事とは言えませんが、

無事故で無傷です。

（＾＾；）

せっかく源泉かけ流してデトックスしてきたのに、

帰宅早々シャワーに飛び込んで除染？しなおし…（－－；）…。

ですが、むしろショックなのは、被曝過敏症のはず？の私のカラダが、

「これくらいの低線量（清浄）な雨なら、ヘーキ♪」と反応していたことです…

http://85358.diarynote.jp/201509292027375485/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509292027375485/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292027375485_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292027375485_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292027375485_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw


…||||（＠◆＠；）||||…

…ってことは、私が軽井沢で毎日連日、濡れそぼって農作業をしていた雨は…

０．０９２μどころじゃなく、もっと、ベクレた雨だった。っていうことなのね…

…（＞＜ｐ）…（…＜よく生きてるなコイツ！…）

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年09月29日（火）【当日】

01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.044 0.039 0.041 6 
03:00 0.048 0.044 0.046 6 
04:00 0.046 0.042 0.044 6 
05:00 0.043 0.042 0.042 6 
06:00 0.054 0.045 0.049 6 
07:00 0.057 0.052 0.055 6 
08:00 0.054 0.047 0.051 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6 
10:00 0.043 0.040 0.041 6 
11:00 0.052 0.049 0.050 6 
12:00 0.048 0.044 0.046 6 
13:00 0.044 0.041 0.042 6 
14:00 0.042 0.041 0.041 6 
15:00 0.046 0.044 0.045 6 
16:00 0.061 0.043 0.051 6 
17:00 0.092 0.068 0.081 6

んでむしろ、札幌の外気温、

現在１２℃。

（＠＠；）



予報最低気温１０℃。というほうが、喫緊の難問でございます…

とりあえず、風邪予防にカップカレー麺に胡椒と七味唐辛子を山ほどぶっこんですすってきま

した…

…（＾へ＾；）…

よくばって自転車で出撃した甲斐あって、一週間分の自炊食材は格安で確保してきたので…

しばらくＰＣして気分が落ち着いたら、ちゃんとした道産食材メインのごはん（いつもの「見習

い魔女のごった煮込み鍋」）を、でっちあげまーす…☆

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

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日20:32
蛇足な補足…＞濡れ「栗鼠」＝濡れ「りす」ね…。

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日20:45
あ〜また降り始めた〜…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日20:53
…あ、札幌市内よりもむしろ岩見沢に近い厚別の森林公園にいたから…

…（＾o＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


市内（白石区の自宅）にいるより、ベクレ、少なかったんだ…！

！（＾＾）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日20:58
んで、今、すごいう暴風雨になりました…

（＠＠；）

北海道の北にいる低気圧…「台風より気圧が低い」…よ…！？
 

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


（９月29日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201509290810363673/

9月29日の朝記。
2015年9月29日 日常 コメント (1)
　

おはようございます。

9月29日の、
8時18分です。(^_^;)

札幌は気温１６℃。

冷たいストロンチウム湿気含有で、寒いです。

黄葉が始まっています。

(^_^;)

バイトは休み。

予定は家事と買い出しと、

銭湯出撃と、

情報チェックと原稿…

(・ω・;)(;・ω・)

１５分おきに高線量の雨が

降ったり晴れたりする(-_-#)
不安定極まりない天候なので、

「高度に柔軟かつ臨機応変に」

スケジュール調整して、

ガンバリマス…

(^_^;)

出羽。

http://85358.diarynote.jp/201509290810363673/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201509290810363673/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509290810363673_1.jpg


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日9:00
ダメだ。激ねむ。(∋_∈)
異様睡魔が来ました。寝ます…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509291136046258/

老化や脱毛／カイカイ／病名は無知。／３号機横を通り過ぎるだ

けで車内440μ/ｈ／もう遅いけど／いま何をしますか？／突っ立
って他人の死を観戦？／「日本で、安定した仕事を得られてな

い人」こそ海外に出よう。

2015年9月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228
近畿大学吹奏楽部第36回POPSコンサート　

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201509291136046258/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509291136046258_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509291136046258_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509291136046258_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228


コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
もうおそいけど。

原発が爆発後、枝野氏の会見で「北関東の野菜から50,000ベクレルのセシウムが検出
されたが、普通は1kgも食べないので、ただちに人体に影響はありません」とか、これ
に騙された人が多かった

「5万だよ、5万ベクレルは危険。しばらく食うな」と言ったら逆切れされた

T. HIRANOさんがリツイート 
平川典俊 @soudearunara · 9月23日 
日本の国民は日本で何が起き続けているかほぼ知らされないまま、お笑い芸人を中心

とした本当につまらないバラエティ番組を観ながら、「まだ大丈夫」と自分に言い聞

かせながら日々を生きてきたように見えます。しかしもうかなりの状況が永遠に復元

できないところまで突き進んでいます。今何をしますか？

（前項コメント欄つづき）。

９：００ジャストに気絶（寝落ち）して、

キッカリ１時間後のほぼ

１０：００ジャストに前線到達して豪雨が降り始め、

これはもう窓は開けられないから家事も自転車外出もムリだと、あきらめてＰＣ前に座るべく、

昼ごはんのしたくだけしてたら雨があがって、現在は、陽射しが…

…（〜〜；）…

で、まだまた北の方角には次の豪雨雲海軍団が…。

…（－－；）…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
元京都大学の小出さんが警告していたように「トリチウム：β線」は『雨の降る仕組み

』から、日本全国の雨が危ない。モニタリングポストは（ガンマ線）しか計ってない

から数値に出ない。アメリカの原発近くで「トリチウム」で健康被害の訴訟が起っ



てる。

ぐれながらＰＣのふたを開けたら、表示が、

１１：００きっかりでした…。

https://www.youtube.com/watch?v=ChoCFop_K5s
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会
「UFOコンチェルト　Ⅰ.Andante-Con moto」 

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年09月29日（火）【当日】
01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.044 0.039 0.041 6 
03:00 0.048 0.044 0.046 6 
04:00 0.046 0.042 0.044 6 
05:00 0.043 0.042 0.042 6 
06:00 0.054 0.045 0.049 6 
07:00 0.057 0.052 0.055 6 
08:00 0.054 0.047 0.051 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6

https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会
「UFOコンチェルト　Ⅱ.Giocoso-Vivo」

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 59 分59 分前 
官僚のシワザ2011年7月鶏の餌には法律で魚粉を混ぜる事が義務づけられている魚の骨
などでストロンチウムが大量に入っている鶏肉と卵のストロンチウム検査をすぐにや

らないと死者続出

ラーメン

https://www.youtube.com/watch?v=ChoCFop_K5s
https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8


骨粉

急病人

人身事故

給食

水道水

倒れ 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
#あるある。内部被曝の初期症状としては風邪のような免疫力の低下と並んで
細胞内を巡る核種に再び似たモノが回ると、

そのひとの血液循環わるいところへ出ますね。

http://twitter.com/ST0NES/status/607224775136518144 …
とくに食べ物からか‥

@hanakonene カイカイが、広がってますか？

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 3時間3時間前 
今日の犬吠埼 9/29 8:23 曇り
2015の紫色
1回目 7.9〜7.20
2回目 8.28〜9.7
3回目 9.13
4回目 9.19
5回目 9.29〜
ライブカメラ→ http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/648640632806703104/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
この放射線量の上昇は時期的に野焼きっぽい気もしますが

史上最悪の事故を起した東電の@TEPCO_Nuclear柏崎刈羽原発
でhttp://twitter.com/ST0NES/status/638366125013659649 …
再稼働の準備やってるんですか？@IzumidaHirohiko 
https://twitter.com/ST0NES/status/648629136173338624/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
ようするにF1:5号機も3.11地震でブッ壊れていたわけですね。
@SimplyInfoOrg IAEA Report Admits Fukushima Unit 5 Worse Than Previously Stated
http://translate.google.com/translate?

http://twitter.com/ST0NES/status/607224775136518144
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/648640632806703104/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/638366125013659649
https://twitter.com/ST0NES/status/648629136173338624/photo/1
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.fukuleaks.org%2Fweb%2F%3Fp%3D15022&tl=ja


u=http%3A%2F%2Fwww.fukuleaks.org%2Fweb%2F%3Fp%3D15022&tl=ja …

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
西日本の風向きがかなり安全になるのは、10月1日以降。
それまで我慢。 湿度がおさまっていても、臨界は繰り返す。 

AKIRAさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 6時間6時間前 
風評被害じゃ無いだろう。どうして心臓が痛いんだ。→ バンダジェフスキー博士：セ
シウムは心筋を攻撃する。

AKIRA @AKIRA23150220 · 6時間6時間前 
AKIRAさんがリツイートしました きーこ (I am not ABE)
太平洋で採れた魚は絶対に食べない事。

ストロンチウム、トリチウムが体内に入ると全てのDNAが破壊されていきます。
つまり、細胞が再生出来なくなるという事です。

それは、皮膚の老化や脱毛になって現れます。

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
"26MAYUKO: 会社で急性白血病が出た。知る限り二人目"
#罹患線
ありふれてしまう白血病

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
"happy_27_m: 後輩が急性骨髄性白血病にかかった…
身近で二人も急性骨髄性白血病にかかるなんて思ってなかったよ…
とにかく今は後輩が早く治るように応援してます。"
#罹患線
偶然か必然か？

生きるか死ぬか？

あなたなら何をなす？

突っ立って他人の死を観戦するか？

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M7.6 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日23:58

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


JST (28日14:58 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
元京都大学の小出さんが2011年5月の時点で警告した核種は「トリチウム」ですよね。
連日連夜、ネットで警告してた

福島原発のタンクの中はトリチウム。大量に、しかも高濃度に海に漏れてるのもトリ

チウム。トリチウムは水と分離できないβ線核種 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648514052658860038/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
なんですか？重大発表って。

火星に原発を建設ですか？@NASA
https://twitter.com/NASA/status/648514253406781440/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C9.8 の小規模フレアとなり、X線強度は、9月28日23:34
JST (28日14:34 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 12時間12時間前 
20150928 いわき市好間町
空間線量率グラフ

http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_720408.png … 
https://twitter.com/SirBears/status/648500022670028800/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.2 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日22:39
JST (28日13:39 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

AKIRAさんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 13時間13時間前 
現実は厳しいのよ浪江町、下流域幾ら除染しても将来展望もって漁業再開夢見ても放

射性物質は次から次から流れ込むんだよ。南相馬市だって飯舘村の汚染水流れ込む。

フレコンバックも流されたよね。それでも浜通り安全ですかね？その地に住みたい気

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648514052658860038/photo/1
https://twitter.com/NASA/status/648514253406781440/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_720408.png
https://twitter.com/SirBears/status/648500022670028800/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


持ち分らないでも無いが自宅草刈りしてて悲しくなったよ

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.1 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日22:17
JST (28日13:17 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

AKIRA 2024さんがリツイート 
リリー@静岡移住 @kaminarinari · 14 時間14 時間前 
水式空気清浄機、、

空気悪いときは、一晩でにごり、

ヤクルトのような色の液が沈殿する

九月初旬から半ばはひどかったなあ。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 23時間23時間前 
20150928 新潟県上越市
空間線量率グラフ

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_15.png … 
https://twitter.com/SirBears/status/648343794975268865/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ビンゴたろう @sp9bingotarou · 9月27日 
【メモ】2015.09.25_22.00-01.01.Unit4side フクイチ火焔と赤光、、、そして光の凶宴
→https://www.youtube.com/watch?v=1fW726eEX-g … 

AKIRAさんがリツイート 
月夜のふくろう @owlmoon521 · 5月23日 
身近な方の知り合いで、突然死が二人。

どちらも60代で、これからの人生を楽しみに退職後、すぐに…。
うち、お一人は白血病だった。

死が、スピードあげて、

どんどん迫ってきてる…

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 3月13日 
もうどうにもできません。手に負えません。史上最悪の事故だから。汚染と被曝はと

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_15.png
https://twitter.com/SirBears/status/648343794975268865/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=1fW726eEX-g


まらない。RT@akihikoyoshitom: 夕べのNHK解説　廃炉への道　３号機横を通り過ぎ
るだけで車内440μ/ｈという途方もない線量！どうすんだよ？
https://twitter.com/akihikoyoshitom/status/575598701969715202/photo/1 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年2月15日 
どうなってんのこれ？ 
googleトレンド検索　わきが 足の臭い 体臭 口臭 
https://twitter.com/cmk2wl/status/434647480433512448/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 2014年2月15日 
@cmk2wl 　昨年あたりから明らかに体臭口臭のきつい人が増えました。診察室の空気
清浄機をハイパワーのものに交換しなくてはいけなくなりました。　　もちろん経済

状態の悪化で、洗顔入浴着替えなどが十分に出来ていない方も増加していますが、そ

れとはことなる異様な感じがしています。 cmk2wlさんがリツイート

https://www.youtube.com/watch?v=c13WkBRLtMA
近畿大学吹奏楽部　第51回定期演奏会
「Visions of Light より3.Thunderclouds (White Mountain Range)」 

cmk2wlさんがリツイート 
ばかだもーん♪（ばばあん） @vivian5163 · 23時間23時間前 
いまだに血縁者は私を煙たがって、話をそらす。マスクもしやがりません。ＴＤＬも

行きやがる。外食ばんばん。今頃、バーベＱでサンマ祭り。勝手にすればいいですよ

。声ガラガラのアナウンサー増えたし、ＴＤＬタレント、目の周り真っ黒ですよ。病

名は無知。

cmk2wlさんがリツイート 
tunenti @tunenti · 9月10日 
私は爆発後、ずっと放射能拡散予測を毎日見ていたので、秋田が爆発直後、何度も放

射性プルームが来ていた事をわかっていた。体が紫外線を浴びるように家の中にいて

も感知していたから。とても辛かった。息子と二人、家の中心でぐったり横になって

いた。死ぬかと思うほど辛かった。拡散予測通りに来てた

https://twitter.com/akihikoyoshitom/status/575598701969715202/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/434647480433512448/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=c13WkBRLtMA


cmk2wlさんがリツイート 
ばかだもーん♪（ばばあん） @vivian5163 · 9月27日 
311後、嫌いだったｔｗを開けたら私と同じ人がいっぱいいた。窓を閉めて泣いてたし
、恐怖と私の人生の幕が下りるのをハッキリ感じた。それから怒涛のように人間関係

が破たんし、ひとりになったけどｔｗに行けば友人がいる。悲しくなると開けてた

らどっぷり。ここには私がいっぱいいる。

https://www.youtube.com/watch?v=y1AWl0O3neE
近畿大学吹奏楽部第37回POPSコンサート　
ディスコ・キッド

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
苛政府は見た？

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E7%81%AB%E6%98%9F&src=realtime=default&f=tweets …
（ちょっといきぬきな。

まいにち放射能汚染‥つかれるんだよ。）

　　Life on Mars http://www.youtube.com/watch?v=Uwf2LJ1Wu_Y …

（ひさびさに聴いた。こころがあらわれる。）

T. HIRANOさんがリツイート 
平川典俊 @soudearunara · 9月16日 
憲法を無視したら何でもできるようになるのは当たり前。それを国の最高責任者の首

相自らおこなったら完全なクーデター。それにしても背後霊のようにそのクーデター

にしがみつこうとする人間倫理を喪失した、利権獲得を狙う人間たちがあまりにも心

貧しくさもしく見える。

https://www.youtube.com/watch?v=90tLK7NIccs
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会

https://www.youtube.com/watch?v=y1AWl0O3neE
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E7%81%AB%E6%98%9F&src=realtime=default&f=tweets
http://www.youtube.com/watch?v=Uwf2LJ1Wu_Y
https://www.youtube.com/watch?v=90tLK7NIccs


「地球 -美しき惑星-」

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
免疫は腸内細菌、電磁波、栄養に大きく左右される。

同じ水を飲み、同じ電磁波を浴び、同じ汚染された食べ物を長年食べれば等しく罹患

率は上がる。

遺伝は解毒酵素の量に関係する。アルコールと同じ。解毒を越えた汚染は体を破壊

する。

広義では太陽光も有用電磁波

AKIRAさんがリツイート 
akochang @akoakoakochang · 10時間10時間前 
皆んな勘違いしてるんです

海外に逃避すべきは富裕層なんかじゃ無い

「まだ、資産の無い人」

「日本で、安定した仕事を得られてない人」

「年金で損が確定した、若い人」こそ海外に出よう

つまり↓

「しがらみが無い人」こそ海外に出やすいのです

「言葉」は必ずどうにかなります

https://www.youtube.com/watch?v=-eE72sseOBM
近畿大学吹奏楽部　第51回定期演奏会
「Visions of Light より2.Moonrase-Hernandez, New Mexico」 

１２：００ジャスト！

（＾＾；）

終わります。銭湯出撃〜♪

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-eE72sseOBM


（９月29日）　札幌０.０９２μ。…（００；）…

http://85358.diarynote.jp/201509292027375485/

札幌０.０９２μ。…（００；）…
2015年9月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

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

現在２０：１７。

さきほど１９：３０ごろ帰投。

0.092μの雨に全身「濡れくり鼠」（＞＜ｐ）で帰宅したので、

無事とは言えませんが、

無事故で無傷です。

（＾＾；）

せっかく源泉かけ流してデトックスしてきたのに、

帰宅早々シャワーに飛び込んで除染？しなおし…（－－；）…。

ですが、むしろショックなのは、被曝過敏症のはず？の私のカラダが、

「これくらいの低線量（清浄）な雨なら、ヘーキ♪」と反応していたことです…

http://85358.diarynote.jp/201509292027375485/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509292027375485/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292027375485_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292027375485_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292027375485_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw


…||||（＠◆＠；）||||…

…ってことは、私が軽井沢で毎日連日、濡れそぼって農作業をしていた雨は…

０．０９２μどころじゃなく、もっと、ベクレた雨だった。っていうことなのね…

…（＞＜ｐ）…（…＜よく生きてるなコイツ！…）

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年09月29日（火）【当日】

01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.044 0.039 0.041 6 
03:00 0.048 0.044 0.046 6 
04:00 0.046 0.042 0.044 6 
05:00 0.043 0.042 0.042 6 
06:00 0.054 0.045 0.049 6 
07:00 0.057 0.052 0.055 6 
08:00 0.054 0.047 0.051 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6 
10:00 0.043 0.040 0.041 6 
11:00 0.052 0.049 0.050 6 
12:00 0.048 0.044 0.046 6 
13:00 0.044 0.041 0.042 6 
14:00 0.042 0.041 0.041 6 
15:00 0.046 0.044 0.045 6 
16:00 0.061 0.043 0.051 6 
17:00 0.092 0.068 0.081 6

んでむしろ、札幌の外気温、

現在１２℃。

（＠＠；）



予報最低気温１０℃。というほうが、喫緊の難問でございます…

とりあえず、風邪予防にカップカレー麺に胡椒と七味唐辛子を山ほどぶっこんですすってきま

した…

…（＾へ＾；）…

よくばって自転車で出撃した甲斐あって、一週間分の自炊食材は格安で確保してきたので…

しばらくＰＣして気分が落ち着いたら、ちゃんとした道産食材メインのごはん（いつもの「見習

い魔女のごった煮込み鍋」）を、でっちあげまーす…☆

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

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日20:32
蛇足な補足…＞濡れ「栗鼠」＝濡れ「りす」ね…。

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日20:45
あ〜また降り始めた〜…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日20:53
…あ、札幌市内よりもむしろ岩見沢に近い厚別の森林公園にいたから…

…（＾o＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201509292027375485
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


市内（白石区の自宅）にいるより、ベクレ、少なかったんだ…！

！（＾＾）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日20:58
んで、今、すごいう暴風雨になりました…

（＠＠；）

北海道の北にいる低気圧…「台風より気圧が低い」…よ…！？

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


（９月30日）　とりあえず、バイトに逝ってきます…

http://85358.diarynote.jp/201509300850076363/

回答「自発核分裂起こしています。1時間当り34
万Bq放出している。」臨界に達しないだけ。
2015年9月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

自民党ノオワリ I’m not ABE @Sakura2011JPN · 1 時間1 時間前 
アベ・・・難民支援…900億円の支援、って。今後はカネも出すし、血も流すって？
先ず、武器輸出止めろ★

原発を止めろ★

福一の垂れ流しを身体張って止めてみろ★★★

嘘しか言わない自民党など、誰が信用出来ようか？

https://twitter.com/Sakura2011JPN/status/648980867298127872/photo/1 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
こないだ、いろいろチェルノブイリの放射能汚染で亡くなった人の病理学の専門的な

文献をネットで見てたら、ロシア語の翻訳では「放射能による被曝でガンになると、

もともと免疫系が被曝で、ぶっ壊されてるので、ガン発症から亡くなるまでが、通常

のガンとは違い早い。」みたいね。なるほどねと思った。

https://www.youtube.com/watch?v=jAWZS1asqQE
Lord of the Rings - The Shire / Hobbits 1/2 (themes) 

おはようございます。

０８：１１になっちゃいました。

昨夜は源泉にたっぷり浸かったし、６時間熟睡したのに、

寝たりない、疲れてる…（－－；）…

と思いながら６：３０に仮起床、コーヒー飲んで２度寝。７時に本起床して、けっきょく昨夜

さぼった鍋料理仕込んでたらこの時間。

札幌の外気温は１１℃。晴れの予報ですがアヤシイ北強風。

ちゃっちゃと情報チェックだけしてバイトに逝きますぅ…

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2015年09月29日（火）【前日】
01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.044 0.039 0.041 6 
03:00 0.048 0.044 0.046 6 
04:00 0.046 0.042 0.044 6 
05:00 0.043 0.042 0.042 6 
06:00 0.054 0.045 0.049 6 
07:00 0.057 0.052 0.055 6 
08:00 0.054 0.047 0.051 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6 
10:00 0.043 0.040 0.041 6 
11:00 0.052 0.049 0.050 6 

http://85358.diarynote.jp/201509300850076363/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150930/85358_201509300850076363_3.jpg
https://twitter.com/Sakura2011JPN/status/648980867298127872/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=jAWZS1asqQE


12:00 0.048 0.044 0.046 6 
13:00 0.044 0.041 0.042 6 
14:00 0.042 0.041 0.041 6 
15:00 0.046 0.044 0.045 6 
16:00 0.061 0.043 0.051 6 
17:00 0.092 0.068 0.081 6 
18:00 0.096 0.085 0.091 6 
19:00 0.086 0.063 0.073 6 
20:00 0.066 0.059 0.063 6 
21:00 0.057 0.045 0.051 6 
22:00 0.057 0.043 0.050 6 
23:00 0.058 0.053 0.056 6 
24:00 0.060 0.051 0.057 6 

2015年09月30日（水）【当日】
01:00 0.050 0.043 0.046 6 
02:00 0.044 0.042 0.043 6 
03:00 0.046 0.043 0.044 6 
04:00 0.043 0.041 0.042 6 
05:00 0.046 0.044 0.045 6

なんか今、何も無いのに左目の真ん中がピカッ！と光って被曝？した…
…！（＞＜ｐ）！…

左目、ど真ん中が視えにくい…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=rKuffEzSR3Y
Lord of the Rings - The Shire / Hobbits 2/2 (themes) 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 45分45分前 
サンマ輸出プロジェクト 輸出促進支援事業の概要（PDF
）http://docs.google.com/viewer?url=http://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-
content/uploads/2013/10/15seminar_2.pdf …
5年目‥http://twitter.com/ST0NES/status/475653148967571457 …
@irukatodouro 2011年11月根室サンマ、ベトナムへ輸出
https://twitter.com/tousekitetsu/status/362475831047630848/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 55分55分前 
2012年からアウト。http://twitter.com/irukatodouro/status/160269282746433536 …
原発事故は日本の漁業を壊滅させたのです。http://twitter.com/search?
q=%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E6%B0%B4%E7%94%A3+%E6%97%A5%E6%9C%AC+%E8%BC%B8%E5%87%BA&src=realtime=default&f=tweets
…
@raelian_masa ベトナムでもサンマは売っているのですが、近海ものなのか、もしや
日本からの輸入なのか。知りたい。

不正選挙監視団 @rigged_election · 2時間2時間前 
アメリカと共同して福一を空爆しようとする計画は事実あった。 我々は最悪の事態に
備えて準備もしていた。 http://amba.to/Xqvj9e

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
2015年9月28日
アラスカのビーチでセイウチ数百頭の大量死。

https://twitter.com/cmk2wl/status/648971485822844928/photo/1

あざらしサラダ @azarashi_salad · 2 時間2 時間前 
@simanekomama @uchida_kawasaki おはようございます、(^O^)
比べ物にならないぐらい大量にフクイチから駄々漏れだから日本政府は絶対クレーム

出来ないと思っているんです。クレームつけたらブーメラン必至。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2 時間2 時間前 
9月29日、復興庁は全国の避難者等の数を更新しました
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html …
復興庁によると、2015年9月10日現在、避難者数は19万4793人。県外避難は5万2693
人（福島4万4387人、宮城6797人、岩手1509人）。

命最優先・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 3時間3時間前 
命最優先・大山弘一さんがリツイートしました 桑ちゃん
♪　34万Bq/毎時！
これって福一事故原発全体かの

https://www.youtube.com/watch?v=rKuffEzSR3Y
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-content/uploads/2013/10/15seminar_2.pdf
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https://twitter.com/tousekitetsu/status/362475831047630848/photo/1
http://twitter.com/irukatodouro/status/160269282746433536
http://twitter.com/search?q=%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E6%B0%B4%E7%94%A3+%E6%97%A5%E6%9C%AC+%E8%BC%B8%E5%87%BA&src=realtime=default&f=tweets
http://amba.to/Xqvj9e
https://twitter.com/cmk2wl/status/648971485822844928/photo/1
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html


これって福一事故原発全体かの

現在の大気への放出量ですか？

これから北風が吹く季節、

直近の楢葉町に妊婦さんや幼児などが居たら大変ですね。 
＞桑ちゃん@namiekuwabara 
昨日行なわれた県外避難者向け講習会（関係者以外シャットアウト会）、私があらか

じめ質問事項を伝えておいたもので「今でも壊れた原子炉核分裂起していますよね？

」に対する回答「自発核分裂起こしています。1時間当り34万Bq放出している。」との
回答えました。臨界に達しないだけですね。

＞桑ちゃん @namiekuwabara · 9月28日 
今でも核分裂起しておる近くの地域に帰還させたり学校作ったり正気の沙汰とは思え

ない行動してるんですね。金でそれに協力する帰還者もいるというから呆れてしまう

現実がある。賠償金減らし隊、経済優先主義は善意の心を持ち合わせていては出来な

い行動ですね。「悪魔の党」が支配する世界！

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
何ヶ月ぶりだろう…。濃霧警報と海上濃霧警報とが日本と近海に出ていない。
各地の湿度も 311前並みに戻っている。空が見える？
何かをやるならタイミングとしてはいいかも（いつ臨界するかわからないけど） 

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月30日04:24 JST (29
日19:24 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
写真はコアホウドリのヒナ。

親鳥によりプラスチックを与えられ、それを吐き出すことができなかった。

https://twitter.com/cmk2wl/status/648941062287835136/photo/1
自分の子供に放射能で同じことをしていない？

給食？それをどうするって？ 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 5時間5時間前 
’Barbapapa’ spikes in Hokkaido.
#Tomari ? 
MT @ST0NES
#Fukushima
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 6 時間6 時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月30日 03:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月30日 03:00
現象：連続噴火継続

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
gurico03 @gurico234 · 6時間6時間前 
“@ST0NES: すでに起きているかもしれません。
8月8日ごろからです。
大分の放射線量がヘン

http://twitter.com/ST0NES/status/630510044161818624 …
9:49 am 10 Aug 2015
@tokaiamada 韓国の原発が大事故を？”

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 
[速報] C5.0 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月30日02:42 JST (29
日17:42 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
gurico03 @gurico234 · 6時間6時間前 
“@ST0NES: 北海道だけ狙われてるわけではないとおもうがF1の汚染あまり風で流れ
て日本海側の直風で放射線量が上昇。9月17日〜
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93+%23%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%AE%E9%A2%A8&src=realtime=default&f=tweets
…
これか？北で兵器級プルトニウム供給源の原子炉を再稼働

http://newspicks.com/news/1158423/ ”

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
またもや地中からサイコロ状に加工された？光る物体を吊りあげている。

2015.09.29.@TEPCO_Nuclear F1
http://www.youtube.com/watch?v=hh6-USUtgHM …

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/648941062287835136/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/630510044161818624
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93+%23%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%AE%E9%A2%A8&src=realtime=default&f=tweets
http://newspicks.com/news/1158423/
http://www.youtube.com/watch?v=hh6-USUtgHM


前回の位置より左。1号機の脇。なぜ建屋の向こう側へ隠すのか？ 

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT300UP】 こんなにも美しかった。33年ぶりのスーパームーン＆皆既月食コラボ、
ブラッドムーンの画像・動画まとめ（随時追加）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201720.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/648890024214134784/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
#放射能の風。関東は連日ひどい。では日本海側の汚染はF1経由？大陸から吹く風が28
日からつづいているのに？http://twitter.com/ST0NES/status/648415917789986817 …
日本の閨閥の関係が技術提携してるらしき北朝鮮の核兵器製造の原子炉による汚

染か‥。 
https://twitter.com/ST0NES/status/648884926188654592/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
秋田も。山形も。そして新潟も。似たような時間帯に放射線量の変動が激しい。

2015年9月29日。稲刈りあとの稲原を心ない爺さん婆さんが燃やしてる？
http://twitter.com/ST0NES/status/648629136173338624 …
そうじゃないだろ。なにかある。なんだ？ 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
なんじゃ今日の北海道わっ?!
あちこち山に谷に異常な�上昇‥なにが起ってるんだ？
汚染源はF1や #泊原発 も含め、あらゆる角度から疑え！
http://twitter.com/ST0NES/status/648861800805478401 …
http://twitter.com/ST0NES/status/648871355929116672 … 
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1

どるぴん @carapowa1 · 9時間9時間前 
@snoopymaygon @orange519827 このままフクイチが半永久的に放出していけば、東
京は福島並みに、九州が東京並みに汚染されてていくように、数年後とか10年後とか
には欧州の汚染も酷くなるのは確実でチェルノの下地が濃い欧州は特に被害が甚大な

ものになると思います。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
2015年9月中旬〜下旬。その後は韓国で何かあった？という情報は‥
http://translate.google.com/translate?
hl=&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.thenational.ae%2Fuae%2Fuaes-barakah-
nuclear-plant-reaches-construction-milestone&sandbox=1 …
http://translate.google.com/translate?
hl=&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.khaleejtimes.com%2Fbusiness%2Fenergy%2Fconstruction-
of-nuclear-plant-on-track-steam-generators-set-up&sandbox=1 …
アラブ首長国連邦へ原子炉を輸出したという話のほか

今のところとくにない。となると？ここ最近の日本海側を抜ける汚染は？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
くるみのめ @kuwa39 · 9 時間9 時間前 
くるみのめさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
魚はまさにロシアンルーレット。

いつ汚染玉に撃たれるかはあなたの運次第。

でも、こどもには与えないでね。

そんな恐ろしいゲームの行く末を。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
下町のリリアン @ririan10043 · 9時間9時間前 
北海道の空間線量 
https://twitter.com/ririan10043/status/648869821514313728/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
byebyetokyo2 @byebyetokyo2 · 9時間9時間前 
@jumpilikeyou 職場では風邪で休んでいる人多数。聞けば学級閉鎖も。まだ9月なんだ
けど

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
ストロンチウムは膵臓を犯すと言う

魚のストロンチウムの検査もしてない。福島原発が爆発直後から海へストロンチウム

が桁違いで漏れてるけど検査していない。ときどき検査してもストロンチウムが蓄積

しやすい「骨、内蔵」は取っての検査。去年、藤巻さんも、あっという間に膵臓をや

られて亡くなった

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201720.html
https://twitter.com/karapaia/status/648890024214134784/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/648415917789986817
https://twitter.com/ST0NES/status/648884926188654592/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/648629136173338624
http://twitter.com/ST0NES/status/648861800805478401
http://twitter.com/ST0NES/status/648871355929116672
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1
http://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.thenational.ae%2Fuae%2Fuaes-barakah-nuclear-plant-reaches-construction-milestone&sandbox=1
http://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.khaleejtimes.com%2Fbusiness%2Fenergy%2Fconstruction-of-nuclear-plant-on-track-steam-generators-set-up&sandbox=1
https://twitter.com/ririan10043/status/648869821514313728/photo/1


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
なに？築地で黄金のサンマ？そりゃ、#東電の原発事故 による酷い海洋汚染で被曝して
細胞の色素が落ちてるんだろ。くえません。カネもらっても食べません。@yamayossi
新潟県の佐渡でも奇形→http://onodekita.sblo.jp/article/57510646.html … 
https://twitter.com/ST0NES/status/648857327362142210/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 10時間10時間前 
[速報] C4.6 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日22:04 JST (29
日13:04 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
某大手の国産ビールも線量の高い地域で製造してますよね。あれ良いのかな？2011年
原発事故後の夏に、問い合せたら「製造には地下水を使ってます」と回答が来て、も

うそれ以来、そのメーカーは購入してない。というか東京に流通してるのは、製造工

場が無理と判断し、2011年秋から購入していない

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[速報] M1.6 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日20:15 JST (29
日11:15 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

amaちゃんだ @tokaiamada · 14 時間14 時間前 
@namiekuwabara @Anti_Jigokudama 9月20日頃、測定した茨城の方の尿か
らTe129mピークが検出されている
自発核分裂でなく、臨界核分裂が散発的に起きている証拠

Michelle @birthdaykiki · 20 時間20 時間前 
再生不良性貧血でネット検索するとここ数年の記事が目に付きます。先天性 後天性と
あるようですが福島第一原発から出ている湯気の様な霧の様な蒸気。この病気の原因

にカビによる...という話しもあるそうですが。福一から蒸発してるモヤでカビが増えて
いるという話しも聞きます。注意されたし。

Michelle @birthdaykiki · 21時間21時間前 
今入院されている患者さんの中で若者の急性白血病が多く数値も同等だった為無菌室

にて容態の変化や治療を進めていたという事でした。幸いに輸血等で数値の改善が見

られ急性白血病から再生不良貧血の疑いへと。病気の由来は福一での作業だろうと医

師見解

bit.ly /WotNukes@ST0NES 2015年9月29日。
なんですかね？これ。

#泊原発 で何かやってる？@Official_HEPCO
http://twitter.com/ST0NES/status/647212618273288196 …
おまえらも評判わるいな。北海道電力㈱

http://twitter.com/search?
q=HEPCO+%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=realtime=default&f=tweets
…
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
パイク @paiku1 · 8月14日 
そう言う事か。もう日本に安全地帯は無いRT 8日の韓国、原子炉の冷却の停止
がhttp://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fwww.arirang.co.kr%2FNews%2FNews_View.asp%3Fnseq%3D182134&tl=ja
…
大分のスパイクと一致するわけですが

岡山、広島、鹿児島、兵庫も 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 8月8日 
韓国南西部のハンビッ原発2号機、冷却材ポンプ異常で停止（WoW!Korea）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000001-wow-kr …
8日午前2時59分
原子炉冷却材ポンプの部品の故障により遮断機が解放されて停止し、その過程で故障

した部品から煙が発生した

Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 2012年10月30日 
@koharanana 様　サンマ、Cs計で25Bq/kg出た検査結果があるようです。回遊魚は、
非常に恐ろしいです。ウラン238で猛烈に汚染されていると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8

http://onodekita.sblo.jp/article/57510646.html
https://twitter.com/ST0NES/status/648857327362142210/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://twitter.com/ST0NES/status/647212618273288196
http://twitter.com/search?q=HEPCO+%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=realtime=default&f=tweets
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.arirang.co.kr%2FNews%2FNews_View.asp%3Fnseq%3D182134&tl=ja
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000001-wow-kr
https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8


Lord of the Rings - Sound of The Shire 

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT300UP】 「これは序章である」NASA、火星に液体の水が流れている証拠を発見
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201688.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/648849762687410177/photo/1

…「火星か…　なにもかも、みな、なつかしい…」

…ｗ（ーー；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201012301104199957/

……あはははは……☆ｗ（＾◇＾；）ｗ

　ワタクシ、「火星文明滅亡期に立ち会ったことある！」とか妄言している「前世記

憶持ち」ですが……

　なにか？

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月30日9:01
とりあえず、バイトに逝ってきます…
 
 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201688.html
https://twitter.com/karapaia/status/648849762687410177/photo/1
http://85358.diarynote.jp/201012301104199957/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（10月１日）　買ったばかりの自転車のタイヤのゴムがベクレ雨で急速に劣化して案
の定(-_-#)突然パンクとか、

http://85358.diarynote.jp/201510010838235904/

若い子らはデモに使うエネルギーを「海外脱

出に」使うべき。そこに居続けては未来がない

。

2015年10月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

AKIRAさんがリツイート 
kyoko @manmaru358 · 9時間9時間前 
『 #天空の蜂 』を観た。
原発１基で国土の三分の一を数百年捨てることになる。

https://youtu.be/EM0DiDNTJM0 
フクイチ原発は４基ですが…。この映画を観た人は気付くんだろうか？ツボは人それ
ぞれだからなぁ。しかしこれ、よく映画化されましたね。もしや今だから？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
2015年9月30日
今日「安保法が公布」されました。

戦後日本の７０年の歴史が変わった記念すべき日が今日です。来年2016年3月に「戦争
法案」は、いよいよ施行されます。

cmk2wlさんがリツイート 
なびすけすたいる @naaaaaagi66 · 9月18日 
メディアで「国民投票」の刷り込みがはじまってますが、国民投票法は改憲のみです

。御注意。

０８：１６。

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201510010838235904/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510010838235904/
http://85358.diarynote.jp/201510010838235904/
https://youtu.be/EM0DiDNTJM0


札幌は１６℃。無風晴天。

駆け足で情報チェック！

https://www.youtube.com/watch?v=e1EYqDOHIYo&list=RD0emP6RdAZzE&index=17
Ricky Martin - Shake Your Bon-Bon 

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月01日（木）【当日】
01:00 0.040 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039

https://www.youtube.com/watch?v=Q6AOfdPhOHo&index=9&list=RD0emP6RdAZzE
Ricky Martin - Come With Me (Official) 

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
海の近くで金属臭がする場合は、有毒藻類の可能性もある。

確認してほしい。

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【全国の天気 2015年10月1日】
今日から２日(金)にかけて爆弾低気圧が襲来し、西から段々と荒天に。関東や北日本も
天気は下り坂で、夜遅くほど傘が活躍します。特に雨風が強まる西日本・北陸・北日

本は、万全の雨対策と早めの帰宅がオススメです。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月01日 05:09】
北海道地方は、１日夜から３日にかけて、急速に発達する低気圧の影響で猛烈な風が

吹き、大荒れの天気となるでしょう。暴風や高波、大雨や高潮による低い土地の浸水

に厳重に警戒してください。

https://www.youtube.com/watch?v=e1EYqDOHIYo&list=RD0emP6RdAZzE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=Q6AOfdPhOHo&index=9&list=RD0emP6RdAZzE


レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6 時間6 時間前 
中国南西部で連続爆発事件、50人以上が死傷(9/30)
http://www.rescuenow.net/?p=2429 
複数の報道によると、現地時間30日15:00過ぎ(日本時間30日16:00過ぎ)、中国南西部・
広西チワン族自治区柳州市で、小包が爆発する事件が17件相次いで発生しました。…

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
甲状腺の異常が、多すぎるので

エコー検査ですら、させないように

厚労省は医師たちに指示出してると思いますよ。

東京の殆どの人たちに、甲状腺の異常があるのでは？

もう、医療崩壊が、始まってますよ！

甲状腺一つにしても、手術受けられないで

殺されてゆくでしょうね。

そう、国がそうする

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
この国は、明らかに、国民出来るだけ多く

殺そうとしてますよ。

事故後本当に国民の健康守る事一切してないどころか

出来るだけ、放射能汚染隠蔽して、多くの国民が

被曝するように、沖縄にまで、汚染米いち早く送り込んでました。

やってる事は、全てが事故に便乗した無意味な企業のカネ儲け！！

AKIRAさんがリツイート 
portal311 @portal311 · 6時間6時間前 
portal311さんがリツイートしました 文鳥さん　ぶんちょうさん
もう福島県の人がどーのというレベルじゃない。

日本全体が原発と共に沈没する。

健康診断なんて受けても無駄。

癌の早期発見に努め検査を受けても、放射能被曝には抵抗できない。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
で？まだつづけるのか？

この、ショーもない放射能汚染の世のなかで。

http://www.rescuenow.net/?p=2429


あと22年も？
http://twitter.com/ST0NES/status/649021587774025728 …
というか22年で終わりなんだよ。インターネットが。@Plutokun_Bot

宇宙天気ニュース @swnews · 10時間10時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月30日22:20 JST (30
日13:20 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnew

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【ロシア シリアで空爆を開始】
ロシア国防省の報道官は30日、インターファクス通信に対して、シリアにある過激派
組織IS=イスラミックステートの拠点に空爆を開始したことを明らかにしました。
http://nerv.link/Eoq3z4

HIRO @kakiaki1005 · 11時間11時間前 
WMO（世界気象機関）によって、世界各国は自分の国の気象データを世界中に公開し
て共有しないといけないという決まりがある。

あぁそうか、フクイチ直後にドイツやスイスがフクイチからの風向き予測を公開して

たのはそのデータを流用したものだったのだな。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：2015/09/30(水) 21:21 ID:XXXXXXXX
先に富士山に動きあり

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150930-00010000-yamanashik-l19.view-000 …
#富士山大沢崩れで土煙 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649207638375305216/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 12時間12時間前 
とんとかいも(tomtokaimo)さんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
どうりで、今日はヘリや飛行機が飛ぶ音がひさびさにうるさかったわけだ。

@2ch_NPP_info 
＞２ちゃん原発情報2 @ch_NPP_info （追加情報） 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649116678505140224/photo/1 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：09/30 18:56

http://twitter.com/ST0NES/status/649021587774025728
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://nerv.link/Eoq3z4
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150930-00010000-yamanashik-l19.view-000
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649207638375305216/photo/1
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649116678505140224/photo/1


車の免許の更新手続きをしてきたけど、意識障害を伴う症状の有無を申告することが

義務づけられていた。『質問票』というのがあって、これで嘘ついたら1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金だって。かなり気合入ってます。（続く）

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：09/30 18:01
dadajiji 9月28日
いろんな方から、いろんな情報が来る。福島の現状らしいが、事実確認ができない。

（画像閲覧注意）

http://imgur.com/KUpxzQK

https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk&index=18&list=RD0emP6RdAZzE
Marc Anthony - Vivir Mi Vida 

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 8 時間8 時間前 
まだ症状の出てない人・・・

このまんまじゃいづれアナタも被曝にやられる。

このまんま飲み食いしてたらダメだ。　空気もだめだ。

若い子らはデモに使うエネルギーを「海外脱出に」使うべき。

そこに居続けては未来がない。

AKIRAさんがリツイート 
絶望型超現実主義　妖怪まみー @youkai_mommy · 9月29日 
原発事故以来、無言の余命宣告をされていると思っているので、その準備を始めたい

のだが、まともに取り合ってくれる人間がいない。

そのくせ医者に余命宣告されたらソッコーで信じるんだろうな。

https://www.youtube.com/watch?v=p9_Tudgl8KE&index=19&list=RD0emP6RdAZzE
Ricky Martin - Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú 

https://www.youtube.com/watch?v=J9cXhy_daSs&list=RD0emP6RdAZzE&index=20

http://imgur.com/KUpxzQK
https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk&index=18&list=RD0emP6RdAZzE
https://www.youtube.com/watch?v=p9_Tudgl8KE&index=19&list=RD0emP6RdAZzE
https://www.youtube.com/watch?v=J9cXhy_daSs&list=RD0emP6RdAZzE&index=20


Ricky Martin - Tal Vez
 
     

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月1日10:21
　

買ったばかりの自転車のタイヤのゴムがベクレ雨で急速に劣化して案の定(-_-#)突然パンクとか、
やめて頂きたい苛々させられる細かい不運が連続していて器楽類奏…
もとい(^。^;)
気が狂いそうになるのですが、

┐(’〜`；)┌

個人的には、たぶん心配ないのでしょう。(^_^;)

…たとえ、周りでどんなに人が死んだり発病したりしてても…

ね。…(∋_∈)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月1日10:35
　

とにかく苛々している。(-"-;)
バイト中に暴発しないように、くれぐれも自重しないと…
…(・_・;)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月1日15:01
　

タマシイが抜かれるような
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激睡魔。(∋_∈)

工事現場の風見標がロデオ馬の如く行ったり来たり、東奔西走七転八倒してます…(・_・;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日0:30
 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
時間から時間まで働いてカネもらってるヒトほど病気になってますよね。

いや、させられてる。@KeithRichardsJP
人は何度も“一体、どうやってそんなことができちゃったのか？”なんて聞いてくる。だけど、俺に
言わせりゃ、毎日オフィスへ行くほうがよっぽど難しいことだと思うけどね
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（10月２日）　バイトに逝ってきますぅ…

http://85358.diarynote.jp/201510020847307887/

富山県 0.１６μ／雨は福一の汚染を含んでいますから濡れないよ

うにしてください。危険です。

2015年10月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

sa360 @sa3605 · 3 時間3 時間前 
２０１５年１０月２日電磁波台風低気圧です。北海道に嵐大雨大風です。状況は台風

なみです。

雨は福一の汚染を含んでいますから濡れないようにしてください。危険です。風も危

険です。外出禁止にしてください。 
https://twitter.com/sa3605/status/649682059934347264/photo/1

今朝の「原稿遊び」は終了。

（＾＾；）０８：１４。

３０分だけ情報チェックして、洗髪して、バス通勤〜★

https://www.youtube.com/watch?v=_SBQvd6vY9s
Lord Of The Rings - Soundtrack HD Complete (with links) 

…西日本ほぼ全域？が、０．１μ超えてますね…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4 分4 分前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました NHKニュース
つーか、NHKの@nhk_news
http://twitter.com/search?
q=from:nhk_news+%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%B0%B4+OR+%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4&src=realtime=default&f=tweets
…
このツイートだけ、どうして「地下水」の検索で表示されないんだ？

http://twitter.com/nhk_news/status/643248058482823168 …
その下の内容を見られては困るのか？

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%B0%B4+OR+%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4&src=realtime=default&f=tweets
…

特務機関NERV @UN_NERV · 25分25分前 
【宮城県 警報情報 2015年10月02日 08:11】
東部では、２日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

［東部仙台］暴風

［石巻地域］暴風

［東部大崎］暴風

［気仙沼地域］暴風

［東部仙南］暴風

［登米・東部栗原］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 43分43分前 
【停電情報 2015年10月2日 7:53】
千葉県、神奈川県、静岡県で停電が発生しています。

停電軒数：約6,300軒
http://nerv.link/ZeaR8B
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特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年10月02日 07:25】
上川、留萌地方では、暴風に警戒してください。留萌地方では、高波や高潮に警戒し

てください。

［上川北部］暴風

［上川中部］暴風

［留萌北部］暴風・波浪

［留萌中部］暴風・波浪・高潮

［留萌南部］暴風・波浪・高潮

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2 時間2 時間前 
6時35分現在、茨城県・千葉県の沿岸で相次いで落雷が観測されています。
東京電力

雨量・雷観測情報

http://thunder.tepco.co.jp/ 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/649703696725479424/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3時間3時間前 
2日03:00、ルソン島で台風22号が発生しました。（気象庁発表）
https://twitter.com/rescuenow_net/status/649688873321132032/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
10月1日
タンザニア、セレンゲティ国立公園内でおそらく数千頭のヌーの死骸。 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
9月30日
オーストラリア シドニーのビーチにカツオノエボシの大量漂着。
（他のクラゲとちがって、刺された部位を酢で洗うのは逆効果で厳禁だそうです）

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
すごいでしょ。

暴風警報が出ているのに、濃霧警報なんです。

理由は一つしかありません。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/649680354559717376/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
日本海にある低気圧の影響で、北海道から東北関東あたりまでが暴風域に。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
べつな意味では今までの汚染を一時的に北極のほうへ吹き飛ばして

つぎなる仕込みのために広い範囲の余分なモノを消してる作戦かも？

放射線も重金属もチャラにすると新しい汚染を観測しやすい？

https://twitter.com/ST0NES/status/649601001251430400/photo/1
re.@pecko178 放射能 拡散 ストーム

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
静岡市と神奈川県津久井町付近を結ぶ約100㌔の直線上5カ所で地下約80㍍まで穴を掘
り500㌔ずつの爆薬をセット。5分ずつずらして順次爆発させ、#人工地震 を起す？
http://twitter.com/ST0NES/status/649611894077046784 …
http://twitter.com/ST0NES/status/361855912878686208 …
最近やってたじゃん！

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
ふるいツイートなんですが‥

http://thunder.tepco.co.jp/
https://twitter.com/rescuenow_net/status/649703696725479424/photo/1
https://twitter.com/rescuenow_net/status/649688873321132032/photo/1
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https://twitter.com/ST0NES/status/649601001251430400/photo/1
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http://twitter.com/ST0NES/status/361855912878686208


まだ消されてないね。

2011年3月27日@maruco2271
この「実験」を考えて予算出したの誰なんだ？国民はそんなことお願いしたか？

2003年9月：富士山で初の人工地震探査　噴火予測へ地下構造解明
http://www.47news.jp/CN/200309/CN2003090601000067.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Hina @mp5rty · 8時間8時間前 
@ST0NES @Official_Chuden 米ウィリアム・コーエン元国防長官が1997年に「電磁
波で遠くから火山の噴火や地震を人為的に起こしたり、気候を変えたりする環境テロ

に手を染める者たちもいる」と。http://enzai.9-11.jp/?p=2996 　元記事消えてるが。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
半年前より今、ふじさんふんかをしんぱいしているひとがおおくなった。

http://twitter.com/search?
q=%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1%20%E5%85%86%E5%80%99+-
%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA&src=realtime=default&f=tweets
…
どんな予言や予測より、人間の本能ってのは敏感かもな。

ああ？起ってほしいわけじねぇよ。起ってしまえば本当にオシマイ。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1&src=realtime=default&f=tweets
…

宇宙天気ニュース @swnews · 10時間10時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M4.5 の中規模フレアとなり、X線強度は、10月1日22:10
JST (1日13:10 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

otenkimame @osiete_tukachan · 13時間13時間前 
第１次安倍内閣の時に原発事故対策についての進言を聞き流した安倍さんの責任は重

い

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307664&g=132108 …
ＩＡＥＡが福一原発事故の最終報告書で日本政府の責任をズバリ指摘★「想定外」を

一蹴

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 16時間16時間前 
【低気圧 急速に発達】あす2日09:00予想の気象庁天気図。944hPaまで急発達します。
各気象台では注意・警戒する期間を時系列で発表しています。気象庁ホームページか

ら確認できますので、こまめにチェックしましょう。 
https://twitter.com/rsq_weather/status/649483967448551424/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
楓 @kae714 · 20時間20時間前 
娘が通っていた学校でも落下した男子が半身不随に。それでも何もなかったかのよう

に翌年以降も毎年決行。恐ろしいのはその事実を学校がひた隠し。同じクラスなのに

知らない保護者も。殺人的なのに何故やるの？

体育祭１０段ピラミッド崩れ６人重軽傷 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?
a=20151001-00000004-nnn-soci …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Yoshitaka Ito @zenchan3 · 6月30日 � 埼玉県 さいたま市 中央区 
３１１は、日本海溝で起きたが、連動する迫りくる巨大地震の震源地は「伊豆・小笠

原海溝」が第一候補だ。その兆候は、大涌谷、富士山の異変、小笠原海溝での地下最

深部600Kmの巨大地震の発生等々、この海溝周辺での地殻変動が著しい。 
https://twitter.com/zenchan3/status/616023257972473856/photo/1 
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https://twitter.com/rsq_weather/status/649483967448551424/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20151001-00000004-nnn-soci
https://twitter.com/zenchan3/status/616023257972473856/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
楳図かずお 「14歳」 
https://twitter.com/cmk2wl/status/649687813013700610/photo/1

　

 

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日10:01
一昨々日の0.０９６μ汚染雨の濡れ被曝でヤケドした(∋_∈)
手と顔の表皮がぼろぼろ剥けてきて、ひどい見た目になっています…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日10:11
内臓系は壮健。(‾ー+‾)
左目の見えっらさは継続。(T_T)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日10:16
本日０．０５５μ札幌。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日10:35
　

軽いめまいと吐き気。

札幌は再び荒れ模様？

バイトに逝ってきますぅ…
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（10月２日）　ここまでスガスガしく厄日（ド残業デー）だと、もはや愚痴る気力も
残らない…┐(’〜`；)┌

http://85358.diarynote.jp/201510021444496910/

奇ノコの山、タケノ蠱の里…(-_-#)…
2015年10月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

　

後で線量グラフの

画像を貼りましょう。

「線量４分の１表示」の

東京の実数値が知りた…くなんかな…いですねぇ…

ヽ（・＿・；）ノ　

 
 
（貼った）

　　↓

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日14:49
札幌にいてすら、

咳が止まらん！ (ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日20:54
ここまでスガスガしく厄日（ド残業デー）だと、もはや愚痴る気力も残らない…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日21:39
酷い空気。肺が灼ける。(∋_∈)
眼とツラノカワがビリピリしてらす…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日23:30
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
ありゃ？いま14時なの？12時くらいかとおもってた。
2時間が消えてる？世界が先へ進んでる？
いや、生き急ぎなんだろ。

やればできない。

がんばると凹たれる。

ちょっと遅れてるくらいでちょうどいいんだよ。

そういう若者がオトナの嘘や人間のきったねぇぶぶんをよく知ってる。

素直に。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510030805291010/

勘である。な輝石…。（＾＾；）
2015年10月3日 映画 コメント (1)
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https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス 

おはようございます。

０７：５１です。

バイトは休み。
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（10月４日）　バス通勤なので時間の余裕がありません。

http://85358.diarynote.jp/201510040857383312/

原子力燃料は大阪で作られていたって知ってた？／石川県 金沢市
1.28μ㏜/h／【突然変異】新型ノロウイルス　散布の予定／太平
洋に放流されています。

2015年10月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=fTco5ruzT5M
Pirates of the Caribbean - On Stranger Tides Soundtrack 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
olivenews
チェルノブイリ生存者の声　ナターリアさん

「出来るだけ早く逃げて、と。待っていてはだめです。

自分自身を救ってください。政府を信じないで。

だって政府は嘘をつくから。

政府はあなたに真実を知って欲しくはないのです。

原子力産業はあまりに強大だからです。」

http://85358.diarynote.jp/201510040857383312/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
COBRA @WadjetOsaka · 7 時間7 時間前 
@ST0NES 　どおりで川崎から横浜の根岸までにかけてのボラがデカイと思ったわぁ
、油を食べてるからデカイと言うことで誤魔化されてるけども、それは可笑しいと

思う。

おはようございます。

０８：１８です。

０７：００の目覚ましで起きだして手抜き家事だけして、

０７：３０からちょろっと遊んできて、

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史』古資料総合ファイル０

この時間です。（＾＾；）

札幌は外気温１２℃。曇天無風。

寒いです。…（＾＾；）…

昨日「もう何もしたくない」状態だったので、自転車のパンク修理に行きませんでした…

バス通勤なので時間の余裕がありません。あとは駆け足で情報チェックだけ！

そしてコレはサイト閉鎖の後、

昨日の０５：００で情報停止したまま、更新されておりません…。
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo)

…（－－；）…

【報道の自由】は死んだな、北海道…。

…でもリアルタイム情報だと、こう…？

file:///tmp/puboo/116517/422241/book/101465/read
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


＞札幌市　北海道原子力環境センター札幌分室

＞放射線量 0.039μSv/h 

新宿デイジー @Shinjukudaisy · 59 分59 分前 
〜国際社会に向けて放言した福一原発事故による放射能ダダ漏れは「完全にブロック

され、コントロールされている」のか、アベノミクスは成功して日本経済は景気拡大

の好循環に入っているのか、なぜ日本のマスメディアは検証記事を書かないのだろ

うか。http://okitahidehito.blog.fc2.com/blog-entry-5153.html …

首都圏反原発連合 @MCANjp · 1時間1時間前 
腐ってます！

「電力関連に71人天下り」
福一事故の後、電力会社や関連団体に天下りした国家公務員ＯＢが71人に上る。特に
経産省は事故を受けて電力会社本体への天下り自粛を求めているのに電力会社の関連

団体を受け皿に最多の17人が再就職。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015100490071253.html …

sa360 @sa3605 · 4時間4時間前 
２０１５年１０月４日電磁波のお知らせ。人工台風２３号は盛んに照射を受け巨大に

なります。特に海水温が福一の汚染水で暖かくなっています。トリチウム結合放射能

が太平洋にコントロールなしで漏出というより放流されています。白線で囲った部分

注意。 
https://twitter.com/sa3605/status/650387294340313088/photo/1

sa360 @sa3605 · 5時間5時間前 
２０１５年１０月４日電磁波人工台風２２号、２３号の風情報、人工の特徴の風はま

ださほどありませんが今後電磁波の照射で巨大になります。日本にも影響は出ますか

ら福一の放射能特にトリチウムの水分と結合した降雨に注意してください。雨に濡れ

てはＸ

https://twitter.com/sa3605/status/650384309669392384/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6 時間6 時間前 
「最近、某国へ遊びに行った際、現地空港の検査場で

日本人だけ個別にチェックを受けました。

キャリーバッグの中身まで丹念に調べられて……

http://okitahidehito.blog.fc2.com/blog-entry-5153.html
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015100490071253.html
https://twitter.com/sa3605/status/650387294340313088/photo/1
https://twitter.com/sa3605/status/650384309669392384/photo/1


後からそれが放射線チェックだったと気付いて、

自国の危機的な状況を改めて実感させられました。」

http://bit.ly/oK4jed

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
AndreasDiego
「日本政府には、困ったものだ」と声があがり始めています。

原発事故由来の汚染物質をゴミ処理場で焼却させているからです。

気流で運ばれ、降雨降雪で汚染を北半球に広がっているのです。

http://www.washingtonsblog.com/2011/08/nuclear-expert-because-japanese-are.html …
（英語）

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
東電福島原発からの西日本への風がスタートしました。

4日0時を起点にして、時速58km程度で計算するといいです。
東電福島第一原発からの距離（約）

つくば171km 東京227km 名古屋445km 京都542km 大阪584km 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
JR根岸線のあたりには、こんな汚染もあります。
http://twitter.com/ST0NES/status/461436080202317824 …
汚染というか、企業を訴えてもいいほどの大変な被害なんですが、住民は知らない？

おそろしい街です。石川県の金沢にも似たような場所があります。

探せば全国規模かも？@WadjetOsaka
＞bit.ly /WotNukes@ST0NES
近くの東芝マテリアルという会社http://www.toshiba-tmat.co.jp/corp/map.htm 
核廃棄物の取り扱い施設です

。http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/cd50d08ebbb7b909f634834a13db02a1 …
@vegaliveinhope 被爆の影響？JR根岸線…洋光台駅と港南台駅のほぼ中間に広がる住
宅地…ガンや白血病で死亡する人が多発

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
COBRA לע ת  הלימ  תפקתה  @WadjetOsaka · 7時間7時間前 
@ST0NES 　うん、大阪では堺市とか東大阪市に核の臭いがするし、せめて放射能が
漏れた時くらいは公に騒いで欲しいと思いました。

http://bit.ly/oK4jed
http://www.washingtonsblog.com/2011/08/nuclear-expert-because-japanese-are.html
http://twitter.com/ST0NES/status/461436080202317824
http://www.toshiba-tmat.co.jp/corp/map.htm
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/cd50d08ebbb7b909f634834a13db02a1


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
しかしまぁ川崎というところはホント恐ろしいね。

3.11の原発事故のあと除染を申請してみたり
http://twitter.com/ST0NES/status/518049117684379648 …
元の放射能汚染を隠すために危険な除染土を運び入れたり‥

http://twitter.com/ST0NES/status/518047333242515457 …
健康なヒトいるの？創価学会が多い？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
ああ、東芝の原子炉が動いているなど

http://twitter.com/ST0NES/status/635704826240835584 …
何十年も放射能に汚染されてる場所から用意してるわけですね。

最近は官僚の手口もバレてきました。@byebyetokyo2
【突然変異】新型ノロウイルスが大流行のおそれ…神奈川・川崎市で36人が感染

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 9時間9時間前 
原子力燃料は大阪で作られていたって知ってた？

http://www.npo-iasia.org/i/archive/2014/05/nuclear.html …
4月5日、大阪府南部の熊取町で原子力関連のある施設が一般公開された。公開された
のは京都大学原子炉実験所、原子燃料工業株式会社熊取事業所、大阪府熊取オフサイ

ドセンターの3か所。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9時間9時間前 
JUMPILIKEYOUさんがリツイートしました はなゆー
新型ノロウイルス散布の予定 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
byebyetokyo2 @byebyetokyo2 · 12時間12時間前 
【突然変異】新型ノロウイルスが大流行のおそれ…神奈川・川崎市で36人が感染 -
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7552.html …

cmk2wlさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
主食の米が例えキロ5ベクレル程度の汚染でも、毎日食べてれば必ず体内濃縮されて
ゆき、セシウムが心筋に吸着されて少しずつ心臓筋肉を破壊してゆく

http://twitter.com/ST0NES/status/518049117684379648
http://twitter.com/ST0NES/status/518047333242515457
http://twitter.com/ST0NES/status/635704826240835584
http://www.npo-iasia.org/i/archive/2014/05/nuclear.html
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7552.html


この場合、セシウムは心臓から代謝されにくく、一度破壊された心筋細胞が修復され

ることはない

ある朝、突然の死を迎える運命になる

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 3月26日 
@Plutokun_Bot この深刻な #放射能汚染 の事実についても
今まだ見てみぬフリして、正面から素直に受けとめられないようだな。

汚染は、#東電の原発事故 によるモノだけじゃない。@ST0NES
石川県 金沢市 1.28μ㏜/h
urara @urarayade · 2014年6月14日 
さいたまの三菱マテリアルに保管されてたドラム缶、どこ行っちゃったんだろう。ま

さか、地中深くに埋まってたりしないよなぁ…。どこに移動したんだー…(　ﾟдﾟ) ・・
・

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2014年7月30日 
東芝の原子炉は３１１で放射能漏れ事故を起こしたのでしょうか、それを福島原発に

カモフラージュして除染しているのかもしれない。川崎は、“@ST0NES: …川崎のHP
にあります。

http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html …
@sakana20001 @sunchda1177”

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
もりんが @moringa9834 · 2014年6月13日 
ＲＴ@ST0NES 近くの東芝マテリアルという会社http://www.toshiba-
tmat.co.jp/corp/map.htm 核廃棄物の取り扱い施
設http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/cd50d08ebbb7b909f634834a13db02a1 …
@vegaliveinhope JR根岸線…洋光台駅と港南台駅のほぼ中間に広がる住宅地ガンや白
血病で死亡する人多

…「実家」はそのお隣の「本郷台」で…
港南台には伯母たちと叔父が住んでいますが、何か…？？

https://www.youtube.com/watch?v=kPo_zhPD9QU
交響曲 宇宙戦艦ヤマト（Grand Symphony Yamato） 

http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html
http://www.toshiba-tmat.co.jp/corp/map.htm
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/cd50d08ebbb7b909f634834a13db02a1
https://www.youtube.com/watch?v=kPo_zhPD9QU


AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
kingo999 
海外の人が日本を見た感想のひとつ

「日本人は羊と同じだ。屠殺されるのを待っている羊。

どう見ても自分で自分を救う気がないような人たちに、

同情なんてできるわけがない。」

http://torajiyama.blog.fc2.com/blog-entry-60.html …

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
saigaisanwa
【日本は終わった】英インディペンデント紙。英で久々報道の福島。

「原発事故は日本政府が嘘をつく構造だと明らかにした 」
「近代日本の終焉」「チェルノブイリより遥かに酷い」

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
Lulu__19
外人「日本人は頭おかしい。

東電や政府がメチャクチャやってるのに暴動すら起きないんだから」

http://bit.ly/GFRNFt

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
Cmdeccs
ロシア、ウクライナの友人曰く、

まさか、あの真面目で几帳面な日本人が、

２，３年後に本当に何も起きないと信じているのが

全くもって信じられないんだそうだ。もちろん、私も信じられないわ。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
teatree_ft
死の灰を浴びせられ、死の灰を食べさせられ、

死の灰を吸わされ、死の灰を燃やされている。

http://torajiyama.blog.fc2.com/blog-entry-60.html
http://bit.ly/GFRNFt


だけど大半の人は気にせず日常を送る。

これが今、海外から見た「Made in Japan」と揶揄される現実だ。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
AndreasDiego
オーストラリアABCTV 
「日本政府が伝える放射線量は実際よりもかなり低く、

しかも数値がたびたび改められて高くなっていく。

そんなことを繰り返していれば、

早く避難していれば避けることのできる癌を発生させて、

日本中に癌患者だらけにしてしまう」

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
hiljaisuus
日本の政府&マスコミの情報隠蔽を欧州で一番怒ってるのが、
皮肉にもフランスの原発推進派…だと。
事故対応の誠実さが無いって。

ちゃんと対応してれば良かったのに、と。

彼等にとっても今後マズいからだろう。

ソース：上杉隆氏／東京FM

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
あれかな。原発事故じゃなくても放射能に汚染された場所は

全国規模で創価学会のヒトが多くて？

http://twitter.com/ST0NES/status/650343615869394944 …
免疫力、治癒力が衰退して何か病気で倒れたりするヒトも

いつまでも治らない膝の痛い婆さんも

ナンミョーホーレンゲーキョーって慰めあって死ぬの？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7 時間7 時間前 
三菱の #閨閥 の関係と
#創価学会 と #電通 が一掃されるだけで
日本は今よりずっと住みやすくなるどころか

世界の戦争で遣う武器開発も半減するんじゃないか？

人間の世界の思想教育のゴミ掃除が必要だろ。

http://twitter.com/ST0NES/status/650343615869394944


そうすりゃ今の核汚染も、もっと前向きに対処できるとおもうよ。未来へ向けて。

https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
HINATA Haruhana - 人嫌いの星
 

https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg


（10月４日）　客も同僚もベクレ脳と病人だらけ。(∋_∈)　ガンとか甲状腺とか客か
ら毎日聞く仕事。(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/201510041020558450/

被曝de発症中あおら。(ToT)
2015年10月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

なんだかむちゃくちゃ

気分が悪い。

めまい

吐き気

頭痛。（＞＜。）

内臓がぐちゃぐちゃしてる…

他に理由も考えられない。

(-"-;)

無遅刻無欠勤のバイトの、

早退を視野に入れてる…

（ムリすると勤務中に吐きそう…
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日10:37
　

異様な太陽紫外線で眼精疲労。

化学物質過敏症も再発してる…

http://85358.diarynote.jp/201510041020558450/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510041020558450/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日15:01
　

客も同僚も

ベクレ脳と病人だらけ。(∋_∈)

ガンとか甲状腺とか

客から毎日聞く仕事。(-"-;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日15:16
　

我々には選択の自由がある。

国内に居続けて日本酷性腐から放射能で殺される自由と、

海外に逃げた見せしめに、

ＩＳを装ったテロで

日本酷性腐に殺されるのかを、

選ぶ自由である…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日15:34
　

両膝下の蟻走感、痛痒感。

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日22:22

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


　

なんとか徒歩帰宅。(∋_∈)

両下肢の浮腫とセシウム痙攣は軽減しましたが、目眩と頭痛とオヤシラズ激痛が悪化。(ToT)

悪いことに、食欲皆無です。

空腹なのに喰えない。(ToT)

なんとかボテチと黒糖カリントと杜仲茶だけ腹に入れて歯磨きもしました。

…限界…(∋_∈)…

とりあえず気絶します…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510042357369168/

あまりにも気分が悪すぎて眠れない…
2015年10月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

　

…気絶から引き戻されるほどの激痛と苦悶って、どういう拷問なのソレは…

…（＞＜ｐ）…

起きてパソコンしてご飯食べて満腹してから苦しむほうが、まだマシ！

！（＞＜ｐ）！

…てなことで…

２３：５６。札幌１２℃。室温無暖房で１９℃ありますが、指先が氷のよおに冷たくてまともに

動いていません…

http://85358.diarynote.jp/201510042357369168/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510042357369168/


「おじや」温っめてるので。

１時間ほどＰＣやってから再度就眠にチャレンジしますぅ…（ＴへＴ；）…

https://www.youtube.com/watch?v=U_IIjHCwp_Y
めぐり逢う星の夜 (Over a Starry Night We Met) 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日0:58
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前  
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
　

水が飲みたいとき飲めるうちに

食べたいモノを自分で選んで、自分の手足を使って食べられるうちに

色も匂いもない空気を吸う当り前の呼吸ができるうちに

次の朝、必ず目が覚める約束は誰とも交わしてないのに

自分の力で起きあがれるうちに‥

 

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


（10月５日）　頭痛、めまい、吐き気が再発…

http://85358.diarynote.jp/201510050742302164/

東葛飾から早く子供を避難させてください／原発周辺から病院へ

逃れた人々の放射線量を調べると１０万cpm超ガイガーカウンタ
振切れ。

2015年10月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
セシウムは農作物に必要なカリウムと原子配列が似ているため

ある種の植物はセシウムをカリウムと勘違いして吸収してしまう

「カリウムを多く吸収するのが、大豆などのマメ科の植物

ホウレンソウなどのアカザ科の植物。菜の花やヒマワリ、お茶」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0b4940992ad23c041c282b8631189fa2 …

おはようございます。

０７：４５です。

http://85358.diarynote.jp/201510050742302164/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510050742302164/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151005/85358_201510050742302164_1.jpg
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http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0b4940992ad23c041c282b8631189fa2


なんとか体調は収まり（抑えこみ）ました…
…（＾へ＾；）…

３０分、遊んできますッ

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史』

…遊んできました、０８：２０です。

駆け足で…情報チェック！

https://www.youtube.com/watch?v=fyLAeCnvNSE
Pirates of the Caribbean - At World’s End Soundtrack 

…凍結されたまんま、ですね…
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 36 分36 分前 
"nonume19991211: 海浜幕張で人が倒れてる "
#関東あるある線
#人倒線
あなたは今まで駅でぶっ倒れてる人何人見ましたか？

https://twitter.com/nonume19991211/status/650803989483679744/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 43分43分前 
今日の犬吠埼 10/5 7:50 曇り 紫色7日目
2015の紫色
1回目 7.9〜7.20
2回目 8.28〜9.7
3回目 9.13
4回目 9.19
5回目 9.29〜
ライブカメラ→http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/650805596090855424/photo/1

file:///tmp/puboo/116517/422241/book/101465/read
https://www.youtube.com/watch?v=fyLAeCnvNSE
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/nonume19991211/status/650803989483679744/photo/1
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/650805596090855424/photo/1


amaちゃんだ @tokaiamada · 1 時間1 時間前 
子どもが３人以上いる家庭で大幅に保育料が上がった

　「６６００円から３万３００円と４・６倍になった。とても払えない」

子育て支援新制度の実施にあたり安倍政権が、これまで実施していた年少扶養控除

の「再計算」をしないと決めたことが原因

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-10-03/2015100301_02_1.html …

cmk2wlさんがリツイート 
ヒイロ @hiiro33 · 2時間2時間前 
ヒイロさんがリツイートしました cmk2wl
http://k-roudouken.blogspot.jp/2012/01/20120118.html …　こちらは２年前の記事です
が柔道、中高生114人死亡していた…名大調査。武道の必修化は安倍氏が前回の総理大
臣の時に推し進めた教育改革の一環でした。官邸のHPにある教育改革の内容もひどい 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
原発事故の風評は根強く、福島産米としては販売しにくい、「ふくしま米」懇談

会(10/3 福島民報)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5435.html …
じゃあ、何米として販売してるの？

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
フクイチ・プルーム、明日（日曜日）朝、首都圏を直撃！　

福島・北関東で、下水からヨウ素１３１が検出されている

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-b5de.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
【震災から４年６カ月】「住民帰還」一歩ずつ

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12294.html …
放射能処刑場への住民の半強制帰還

やがて恐ろしい結果をもたらすのは確実なのに　これは真の殺戮犯罪ジェノサイドで

ある！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
東葛飾から早く子供を避難させてください

http://inventsolitude.sblo.jp/article/165010967.html …
北斗晶も東葛吉川市に住んでいる

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-10-03/2015100301_02_1.html
http://k-roudouken.blogspot.jp/2012/01/20120118.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5435.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-b5de.html#more
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12294.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/165010967.html


cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 3時間3時間前 
カリフォルニアに座礁したグアダルーペオットセイ（赤は今年）

本来メキシコ湾で成育するはずの彼らが960ｋｍ離れたカリフォルニアに座礁、
8月まで座礁した80頭の内、42頭死亡、生き残った38頭中海へ生還できたのはわず
か16頭。 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
簡単だろ？！すべての物が、放射性廃棄物になった、東京は、人が住める場所でも無

ければ価値なんて、1円もない！手間の掛かるゴミ
【私が適当に歩き回って持ち帰ったような東京のどこにでもあるような、その辺の土

はアメリカでは放射性廃棄物として処理されるべきものなのです】アーニーガンダー

セン

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5 時間5 時間前 
【ここワシントンDCから１００マイル以内に１２ほどの原発があります。東京は福島
から２００マイルも離れていました。しかし私が適当に歩き回って持ち帰ったような

東京のどこにでもあるような、その辺の土はアメリカでは放射性廃棄物として処理さ

れるべきものなのです】アーニー・ガンダーセン 氏

amaちゃんださんがリツイート 
大理石 @pan2dairiseki · 6 時間6 時間前 
大理石さんがリツイートしました イシカワ（生きている）
【拡散】悪い事はこっそりと！ 
＞イシカワ（生きている）@ishikawakz 
ひどい。

復興庁が「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」施策とりまとめをコ

ッソリ公表 - 「避難の権利」を求める全国避難者の会(準備会)ブログ
http://blog.livedoor.jp/hinannokenri/preview/edit/93e18975cf950c984d919997d03b842b
…

AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 
放射能性水蒸気止まった様です。

「止まった原因は…、

http://blog.livedoor.jp/hinannokenri/preview/edit/93e18975cf950c984d919997d03b842b


・自壊爆発でバラバラになったからだという説。

・核燃料の劣化現象によって臨界が止まったという説。

・チャイナ・シンドロームが進行して 地下埋設された説。」
by 飯山一郎

おかもと幸三「生活」神奈川２区総支部長 @happy3okamoto · 8 時間8 時間前 
福島第一　止まらぬ汚染水流出

フクイチのＫ排水溝の水が、八回にわたり堰を越えて外洋に流出したことを受け、東

電は追加対策を月内にも始める方向で検討。台風などまとまった雨が降る可能性が高

いのはまさに十月。迅速に対応しないと間に合わない。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015100402000139.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
富士山登山「ヘルメット持参を」

2014/10/9 TBS 
活火山である富士山

いつ噴火してもおかしくないと専門家

＞2014年10月15日 週刊現代
御嶽山噴火を的中させた地震学者が警告!
「富士山は『5年以内』に必ず噴火する」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
(福島)ほうれん草栽培のポリフィルム『31万ベクレル/kg』(2012/4/11)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/58f8a051438ca9beec34b872796339c8 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
「ストロンチウムは、最終的には海の底にいてあまり移動しない

ヒラメやカレイなどの魚に蓄積していきます」

(北里大学獣医学部教授・伊藤伸彦氏)

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
及川副院長から衝撃の事実

２０１１年３月１２日の一度目の水素爆発の際

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015100402000139.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/58f8a051438ca9beec34b872796339c8


２㎞離れた双葉町まで破片や小石が飛んできた

その爆発直後

原発周辺から病院へ逃れてきた人々の放射線量を調べると

十数人が１０万cpm超えガイガーカウンタ振切れ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/30db3aab0a84194b545df1639f735732 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
通信社「プリマ・メディア」

２０１２年１月から９月までに日本からロシア極東の港などに持込まれた

『中古車』や、『食品』、『薬品』など３１９点から

ロシアの基準値を上回る放射線量が検出された。

ロシアの税関は

このうち２８４の物品について輸入を認めず、日本に送り返した。

AKIRAさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 10月3日 
東京都豊島区は2015年4月23日、区立「池袋本町電車の見える公園」で、滑り台付近の
地表から最大で毎時４８０マイクロシーベルトの極めて高い放射線量が検出されたと

発表した。国の除染基準値（０．２３マイクロシーベルト）を大幅に超え、一般人の

年間被ばく線量限度に２時間強で達するレベル。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
オウム真理教幹部組と幸福の科学幹部組を調べていて、奇しくも同じ1962年生まれが
大半を占めている事実を知って驚かされた

実はネトウヨも、この世代が非常に多い

思いこんだら他の事実が見えなくなる総合的視野の欠如

これは過去最大の放射能汚染に妊娠3ヶ月で被曝した人たちの特徴なんだ

…私は１９６４年生まれ。（－－；）…

…奇矯な言動をする暴力的で短絡的な実姉が…

１９６２年の生まれであります…★

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/30db3aab0a84194b545df1639f735732


amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
ネトウヨは「強い、美しい、凄い、立派、偉い」とかの自分のコンプレックスを満た

してくれる妄想の価値観だけを見て、それ以外の現実を一切見ないのが特徴

橋下の発想を見てると「放射能による被曝は都市伝説」と決めつけるなど、完全にネ

トウヨ型妄想価値観の特徴を満たしている

うん。（－－；）まさに彼女はねとうよ…。

https://www.youtube.com/watch?v=EeWgOo9SEo8
Pirates of the Caribbean 4 On Stranger Tides Extended Score 

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT6500UP】 「ふざけんな！金返せ！」古代メソポタミアの粘土板に刻まれた文字
の解読を行ったところ、顧客のクレームであることが判明

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52186882.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/650792572026163200/photo/1

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日8:54
頭痛、めまい、吐き気が再発…

https://www.youtube.com/watch?v=EeWgOo9SEo8
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52186882.html
https://twitter.com/karapaia/status/650792572026163200/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（10月５日）　気絶寸前の体調激不良と闘っているというのにバイト厄日で、間断な
く襲ってくる客どもは、私よりもっと酷い状態のベクレ脳ゾンビばっかりだ…　（でも
１人海外脱出組がいた♪）

http://85358.diarynote.jp/201510051005263345/

だめです。(ToT)
2015年10月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

むちゃくちゃ気分が悪い。

(ToT)
帰って寝たい。というより、

いっそ殺してくれ級の

吐き気と目眩と、

オヤシラズ激痛。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日10:24
　

天気も変。(∋_∈)
胃がムカムカする。(ToT)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日10:31
　

腎臓の後ろの肋骨あたりがデラ痛む。（＞＜。）。。

　

http://85358.diarynote.jp/201510051005263345/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510051005263345/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日10:36
　

オヤシラズ、左下に加えて左上まで参戦。(ToT)

目の焦点が合ってない。(∋_∈)

冷や汗出そう… バイト…！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日14:49
　

気絶寸前の体調激不良と闘っているというのにバイト厄日で、間断なく襲ってくる客どもは、私

よりもっと酷い状態のベクレ脳ゾンビばっかりだ…

(ToT)

（でも１人海外脱出組がいた♪）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月7日0:23
　

cmk2wlさんがリツイート 
聖石碑の守護者 Schweitzer @Guidestones_GRD · 1時間1時間前  
聖石碑の守護者 Schweitzerさんがリツイートしました cmk2wl
これが超増えてんだよマジでえええええええええええええええええ

くっそウザくてもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうｗ 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
Googleトレンド検索　東京都
話せない

聞き取れない

話ができない

会話できない

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


どもる

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510052058132563/

イヤシロチ、ケカレチ。

2015年10月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

これだけ体調最悪なのに、食欲旺盛な私ってナニモノ…？

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日21:20

…むしろ、
足りない…σ(^◇^;)。

とうぶん死ねそうにない…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日23:35
なんども道端で気絶しそうになりながら、

なんとか徒歩帰宅。(・_・;)

札幌の気温１０℃。(^_^;)
関東なら真冬認定の寒さ。

(^。^;)
気絶して寝てたりしたら

シャレにならない結果に…
(・ω・;)(;・ω・)

もう限界。

http://85358.diarynote.jp/201510052058132563/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


寝ます。ヽ（・＿・；）ノ

 
 



（10月６日）　（前項参照）体調サイアクだったのに残業３０分も！させられた恨み
…

http://85358.diarynote.jp/201510060852259441/

「北海道を殺すきか？」

2015年10月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
それ無理ですよ

「あなたは、この番号」というもの。その後、カードが必要な場合は申請です。しか

し日本で暮らすなら、銀行の預金口座や至る場面で「番号提示が必要」になるので、

番号が無いと生活ができなくなる

RT @jjbkb322 通知の受け取り拒否でいいんじゃない、私はそのつもり

てことで（前項参照）体調サイアクだったのに残業３０分も！

させられた恨みで当然これを貼るｗ

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

…で…（－－＃）…
ヲイ今日は１０月６日だぞ…？？
　　　　　　　　↓

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo)

2015年10月05日（月）【当日】

01:00 0.042 0.040 0.041 6 
02:00 0.043 0.042 0.042 6 
03:00 0.041 0.040 0.041 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 

http://85358.diarynote.jp/201510060852259441/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510060852259441/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151006/85358_201510060852259441_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151006/85358_201510060852259441_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151006/85358_201510060852259441_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo


05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00 0.041 0.039 0.040 6 
07:00 0.040 0.039 0.040 6 
08:00 0.040 0.039 0.040 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6 
10:00 0.041 0.040 0.041 6 
11:00 0.041 0.040 0.041 6 
12:00 0.040 0.040 0.040 6 
13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 0.040 0.039 0.040 6 
15:00 0.040 0.039 0.039 6 
16:00 
17:00 
18:00 
…

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

cmk2wl @cmk2wl · 19 分19 分前 
東電福島原発からの風は、台湾にまで到達しています（添付は6日）
西日本は 7日の夜あたりまで風下になりそうな予報（GPV）です。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/651179532133625856/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2時間2時間前 
今日の犬吠埼 10/6 7:21 紫色8日目
2015の紫色
1回目 7.9〜7.20
2回目 8.28〜9.7
3回目 9.13
4回目 9.19
5回目 9.29〜
ライブカメラ→http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/651160972967587840/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
https://twitter.com/cmk2wl/status/651179532133625856/photo/1
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/651160972967587840/photo/1


いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 2 時間2 時間前 
私も世直しを見届けるまで頑張る！・１６・・・３Ｅ 　・・・３Ｄの動画の、前半（
＝福一原発敷地北側上空から１号タービン建屋上空まで）の色調が余りにも異常な

ので、海外メディアも疑問を感じて様々な色調補正をして居ます。これは国交省の「

東電擁護の為」以上に「自らの保身」の為でした。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【地震情報 2015年10月6日】
02時17分頃、奈良県を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規
模はM3.3、最大震度3を奈良県で観測しています。この地震による津波の心配はありま
せん。 
https://twitter.com/UN_NERV/status/651084788669902848/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
大事な事なので何度いいますけど

マイナンバーカードに添付される顔画像が問題で、今の日本では、普通の人だと「な

にそれ？」という「顔認証システム」だけど、知らない人が多すぎ。自動車の免許証

とは、まったく違うのが、マイナンバーカードの顔画像 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/651044456934739968/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
いろんな人、いろんな宗教学者も指摘してるけど

今回の安保法が可決されたのが（公明党＝創価学会）の存在が大きい。創価学会の「

教え」では考えられない法案を「良いぞ自民党さん」とした事が、この国の未来を変

えたかもしれない重大な出来事。ある意味「歴史的事件」　もう一度いえば「事件」

です

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
こういう政策を打ち出し（画像）国民を騙し選挙で勝ち、

その後の説明もなく、安保法案や特定秘密保護法など、あらゆる法案を強行採決

5分前、TPPは「日本にとって良かったと甘利さん」18時の北海道の報道では「北海道
を殺すきか？」だった 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/651009170729078784/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
森下友弥 @TomoyaMorishita · 11時間11時間前 
非常識 

https://twitter.com/UN_NERV/status/651084788669902848/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/651044456934739968/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/651009170729078784/photo/1
https://twitter.com/TomoyaMorishita/status/651025289770721280/photo/1


https://twitter.com/TomoyaMorishita/status/651025289770721280/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【地震情報 2015年10月5日】
21時27分頃、和歌山県北部を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、
地震の規模はM3.9、最大震度3を和歌山県で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/651011807537004545/photo/1

やのっち @_yanocchi0519 · 11時間11時間前 
「福一が原因でロナルド・レーガン乗組員の大多数が被爆した」のであれば、なぜ、

同様の大量被ばく者の発生が日本では起きていないのですか？朝日新聞さん、なぜ、

そこに触れないのですか？「触れるな」と電通経由で米国１％から指令されたので

すか？

http://s.webry.info/sp/richardkoshimizu.at.webry.info/201510/article_31.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
マイナンバー施行後の予測

「おまえ、あれか、マイナンバーカードなくして、銀行口座から全額預金引き落され

詐欺されたのか？災難だな。だから言ったこっちゃないんだよな。銀行口座も通院歴

も何でもかんでも管理されてな。でも諦めろ。自己責任だ」 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
これ勘違いしてる人が多いですよね

役所が「マイナンバーを送って来ても、拒否すれば良い」は違う。そんな事しても、

アメリカのように「番号」がないと生活できなくなる。いろんな場面で「あなたのマ

イナンバーは？」と聞かれるような社会になるから。発送済みの郵便受け取りを拒否

したは通用しない

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13 時間13 時間前 
チェ ルノブイリ危険避難区域 ＝ 130万ベクレル/㎡ 東京＝250 万ベクレル/㎡ 以上 現在
も上昇中

AKIRAさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 13時間13時間前 
今さら医師も「放射能が原因です」とは決して言わない。言えない。

https://twitter.com/UN_NERV/status/651011807537004545/photo/1
http://s.webry.info/sp/richardkoshimizu.at.webry.info/201510/article_31.html


2億4000万ベクレルの放出に対して神風特攻隊的な盲目的突撃を強いる政府の対応に対
して、医学者の良心的発言が急務だが、それも望めない以上自力で死地から脱出する

より他に方法がない。

これは戦争だよ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
それと、もうひとつ

個人の重要な情報が入ってるマイナンバーには顔写真が付くこと。今の日本は「監視

カメラの顔認証システム」が普及してる。変装しても個人特定が可能。悪い事を考え

る企業はいろいろ使え、犯罪者はいろんな事ができるのが顔認証

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
10月05日15時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が現在も継続
。

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20151005150107_503.html
…） 
20日間以上、噴火しっぱなしの状態。 

飯山一郎 @iiyama16 · 19時間19時間前 
フクイチ３号機の臨界デブリ。亡国の悪魔の暴走が止まった！朗報だ。 RT
@sp9bingotarou: @iiyama16【メモ】 今日（10.5）前半の各地湿度も至って良好に推
移中。 濃霧注意報も、これで３昼夜連続のゼロ。快挙かも。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
さっき「お〜しん つくつく」と
つくつくボウシが鳴いてた。以前も10月に鳴き声を聞いた事があるけど、今年、土か
ら出遅れたセミかな（https://www.youtube.com/watch?v=fIXb61S9r4E … …）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 21時間21時間前 
NHK茨城◆常総市 破傷風確認で注意喚起
http://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/1076888511.html?t=1444013112469 …
常総市で、片づけなどをしていた男性が傷口から菌が入る「破傷風」と診断されたこ

とを受け、被災地では、行政の担当者などが住民やボランティアに感染への注意を呼

びかけています。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 23時間23時間前 

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20151005150107_503.html
https://www.youtube.com/watch?v=fIXb61S9r4E
http://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/1076888511.html?t=1444013112469


復興を騙って #セシウム基準 で誤魔化した放射能汚染がれき焼却も、トモダチ作戦の
あとの米軍の請求も、各地の原子炉の再稼働も、特定秘密保護法も改憲もマイナンバ

ーで原発作業員の徴兵の背番号も、移民政策も、地方創生も、カジノ議連も、TPPも
、それこそ最近の気象操作も全部セットなんだよ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
福島原発１号機

建屋カバー取り外し（今週10月5日から：北1屋根パネル撤去、高線量瓦礫の飛散防止
剤散布）　東北、関東在住者は風向き、放射線量にご注意下さい。

詳細：http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/removal-reactor/index-j.html …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 23時間23時間前 
2011年3月18日の時点で官僚どもは@KanteiSaigai
原発事故後のストロンチウム降下を知ってたんだよ。@MHLWitter
http://twitter.com/ST0NES/status/563968371947880449 …
イットリウムで大勢の膵臓がダメになることも。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Pour paix mondiale @liberteetpaix · 10月4日 
子どもの友達のお母さんから、若い人の慢性膵炎が増えているという話。本来、慢性

膵炎なんて滅多に起きる病気ではない。何か原因あるのではないかと。。医療機関

でも、多いと認識しているそう。

https://www.youtube.com/watch?v=hI0ePv_YEx4
進撃の自民　コメ付き 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
酷いなんてもんじゃないでしょ

あまり報道されてないけど、こないだの国勢調査の書類配布問題。なにしろいいかげ

んだから、自治体によっては「ポストに入れるだけ。その入れ方もデタラメ」な状態

。これも問題になってる。理由はネット申請用のパスワードが入ってるものが、ポス

トから紛失してる状態

ちなみに私は、国勢調査の書類を「受け取っていない」…。

http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/removal-reactor/index-j.html
http://twitter.com/ST0NES/status/563968371947880449
https://www.youtube.com/watch?v=hI0ePv_YEx4


（－－；）

どこに行ったの？　ワタシの用紙…？？

https://www.youtube.com/watch?v=qfChxIty-qE
進撃の必勝！面接マニュアル【コメント付き・HD】 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 30 分30 分前 
レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイートしました レスナウクリップ
9月以降、クマに遭遇したり、イノシシにかまれる、ハチに刺される被害が相次いでい
ます。また、山菜採りの最中の転落事故や毒きのこによる食中毒が多発しています。

ハイキングや山菜採りの際にはご注意ください。

https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4
最遊記　OP　FOR REAL 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月6日11:17
体力回復のため徒歩通勤。

(^_^;)
…新型インフルで一週間寝込んだ後みたいに、
急激に筋力が落ちてる…！(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月6日23:30
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月6日16:02

https://www.youtube.com/watch?v=qfChxIty-qE
https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4
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両足のフクラハギ上部に、謎のカサブタ状の「低温ヤケド跡」ができてる…(-_-#)…



（10月９日）　育毛 ？／リンパ球が変質して食べ物や薬剤への耐性が変質。⇒突然色
んな食べ物にアレルギーを起こすように、

http://85358.diarynote.jp/201510092050274815/

育毛 ・ 養毛…？
2015年10月9日 就職・転職 コメント (1)
　

『宇宙史』資料整理（作業厨ｗ）の発掘副産物…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/200910091801395773/
増毛 ・ 育毛 ・ 養毛？（※アンケートのお願い☆）
2009年10月9日 お仕事 コメント (1)

さていま何故「お仕事」分類にあったコレを「就職・転職」の項目にわざわざ貼るか…は、

（＾＾；）

コッソリ読んでる？（主に葬科学怪人系の）

関係者？のみぞ知る世界…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=V362KwNrgjU
Biggest Lindsey Stirling mix ever! 40 songs! 

（ただいま２０：５４．…そろそろ情報チェックに戻るかな…）
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日23:57
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AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 10月10日 
@houshanoumanga めいが３１１後２年で突然色んな食べ物に遅延型アレルギー反応を起こすよ
うになって、消炎剤にも同じように、、、

「チェルノブイリ市民法廷」にリンパ球が変質して食べ物や薬剤への耐性が変質するって書いて

あります、、、；；

 



（10月10日）　バイトは暇。(・_・;)？　関東の人は本当に体調悪そう。

http://85358.diarynote.jp/201510101543249616/

消える地震情報の謎。(-_-#)
2015年10月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

写真と本文は

全く関係ありません。(^_^;)

10時18分の震度２の
地震情報は何処へ消えたんだ？

(-"-;)

揺れたけど、原因は、

地震じゃなかった…ていう話？

(-_-#)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月10日15:53
バイトは暇。(・_・;)？

関東の人は本当に体調悪そう。

(・_・;)

大丈夫じゃないなこの仕事。

…客が死に絶えるのと、本社が地震で倒壊消滅するのと、

どっちが早い…？
。。。(〃_ _)σ‖
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（10月11日）　本日の双子座は最下位。「また」バイト中にゾンビ客とケンカになる
とか、そんなところかな…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201510110859334394/

子供たちを海で泳がせて「殺処分」／COOPが組合員に放射性廃
棄物販売／抗生物質＋喘息薬＋慢性胃炎の売り上げ順位が汚染と

リンク／これ「殺人事件」ですよね。

2015年10月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
UPI通信：福島の癌症例が急増加・AP通信：原子力災害後の癌の発生率に警報・ﾀｲﾑｽﾞ
：子供の癌が50倍に増加(ENEN
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/120.html …
統一教会でさえ指摘か？

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10月4日 
COOPこうべ（神戸灘生協）は未だに
組合員に放射性廃棄物販売して

組合員殺し続けてますよ！！！

生協は、ただのスーパーとは違います。

わたし達は、組合員です。

50年組合員やってきて、この裏切りどころか
殺人行為は絶対に許せないですね！！

どちらにしろ組合員殺してれば自滅ですよ

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

おはようございます。

０８：０８です。（＾＾）ｇ

http://85358.diarynote.jp/201510110859334394/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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札幌は１４℃。ほぼ無風。薄曇り…？
予報では降水確率６０％で大荒れ？のようなのですが、

まだ今のところ自転車で通勤できそうな気象条件です…

…（＾＾；）…

星占いによれば本日の双子座は最下位。（＾＾；）

口にチェック！だそうなので、「また」バイト中にゾンビ客とケンカになるとか、そんなところ

かな…ｗｗｗ

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 32 分32 分前 
名無し：2015/10/10(土) 22:30 ID:XXXXXXXX
川島なお美も目の病気になってるんだよねえ

福島いった後に

名無し：2015/10/11(日) 00:53 ID:XXXXXXXX
眼は脳の出店

地震マップ @eq_map · 53分53分前 
【M4.1】根室半島沖 深さ49.1km 2015/10/11 07:16:32
(G)http://j.mp/1LGkNmS (アニメ)http://j.mp/1LGkOXV

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.8】苫小牧南方沖 深さ113.1km 2015/10/11 07:03:27 http://j.mp/1MkOsfR

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 1時間1時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました あき
名無し：10/10 23:55
広島

https://twitter.com/akki_hana/status/651719635205644288 …
うちの母の知り合いの息子さんが高校一年で脳梗塞で亡くなったらしい。数日前から

頭が痛いと言ってたけどご両親はまさか脳梗塞だなんて思ってなくて、当日学校か

ら帰ってきたら倒れてそのまま…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 �
Russia steps up air strikes against Assad opponents in Syria.
REUTERS: Oct 10, 2015 http://www.reuters.com/article/2015/10/10/us-mideast-crisis-

http://j.mp/1LGkNmS
http://j.mp/1LGkOXV
http://j.mp/1MkOsfR
https://twitter.com/akki_hana/status/651719635205644288
http://www.reuters.com/article/2015/10/10/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0S40DF20151010


syria-idUSKCN0S40DF20151010 …

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月11日 05:07】
日本海側では、１１日夜遅くから１２日明け方にかけて暴風や高波に警戒してくだ

さい。また、北海道地方では引き続き１２日朝にかけて、竜巻などの激しい突風や

落雷、ひょう、大雨による低い土地の浸水に注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
Turkish capital Ankara explosions leave more than 80 dead.
BBC News http://www.bbc.com/news/world-europe-34495161 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
ロシアのトルコ領空“侵犯”は、トルコが国境を“移動させた”せい
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-eced.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
シリアで米国の手先が敗走している最大の原因は、彼らがシリア国民と敵対している

侵略軍だから

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510100000/ …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
＜甲状腺癌＞「日本全国と比べ最も高いところで約５０倍、低いところでも２０倍の

多発が起こっている」津田敏秀教授会見10/8
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4371.html …

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4 時間4 時間前 
これ、間違いなく「殺人事件」ですよね。

人間の子供たちをお台場の海で泳がせて「殺処分」してますよ。

これ見れば、殺人だとわかる

江戸川土手２万７００ベクレル/お台場にもホットスポット/党都議団調査 
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-16/2012031614_01_1.html … … …

AKIRAさんがリツイート 
noaship @floral_wreath · 6 時間6 時間前 
「実は、東京は危ないということは報道できない」と、子供の健康問題を全面カット

http://www.bbc.com/news/world-europe-34495161
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-eced.html
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510100000/
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4371.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-16/2012031614_01_1.html


した報道ステーション - ウィンザー通信
http://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/c0eedc0ad0e881ded6b5ee5dd1f68cd2?
fm=entry_awp …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
抗生物質＋喘息薬＋慢性胃炎の医薬品の売り上げ順位が

放射性物質の土壌汚染とリンクしている

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d23aae2674f58692c8ca74170d7a9c78 …
福島の最高地点の値は、水田が164,000 Bq/kgで
水田以外が203,000 Bq/kgだそうです。
ケタが違いすぎます。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
原発の燃料交換時

放射性物質の放出量がとんでもなくはねあがる

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2a148377b98c4d6299b58a35f02e163d …
燃料交換行うために圧力抑制室を開くと

「超大量の放射性ガス・蒸気」が環境中に大放出

ドイツ原発の例（放出濃度）

通常：３kBq/立方ｍ、ピーク：1470kBq/立方ｍ

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"utterlysourly 2012年1月6日
山形新幹線つばさ東京行きに乗車中。

昨日、東京→山形の下り車中では

通路側0.29μsv/h、窓際では0.56μsv/h
の瞬間最高値を計測しました

(RADEX RD-1503を2台使用)。　"

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"mariemaruru 2012年4月5日
先週、3月末
『名古屋駅』新幹線口から

http://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/c0eedc0ad0e881ded6b5ee5dd1f68cd2?fm=entry_awp
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d23aae2674f58692c8ca74170d7a9c78
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2a148377b98c4d6299b58a35f02e163d


高島屋に歩きながら測ったエアカウンター

1.33μSv/h
新幹線の下って高そうですね。

近くで働いてる方々 大丈夫ですか？　"

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 14時間14時間前 
東京は恐ろしい中性子線が飛び交う核燃料放射能汚染地帯 関東圏はもはや人々が安心
して住める場所ではない

福島第一原発3号機はＭＯＸ燃料を使用しているので首都圏の5年以内の生存...
http://bit.ly/1IOh560 
急病 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：2015/10/10(土) 16:47 ID:XXXXXXXX
onodekita （熊本の危険厨内科医）10月10日
脳腫瘍増えてる

onodekita （熊本の危険厨内科医）10月10日
ふとめがさめて、異様な静けさに愕然。虫の声が聞こえない

AKIRAさんがリツイート 
モスコ @strangermoscow_ · 4月13日 
被曝の心配を全くせず何でも食べていた8才の子が脳梗塞で入院。
原発の状況・影響を軽く考えている隣家の子が一週間の発熱後に尋常でない頭痛に見

舞われ救急車搬送。

東京西の小学校教員が二名の白血病児童が出て教員人生初の出来事と話してた。

子供を守って欲しくてTweet してます。

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 14時間14時間前 
３年前に福島産のほうれん草とか大量に京都産とか岐阜産に偽装して海外に出荷して

相手国の検査で基準値以上の放射能検出されて世界中から日本からの野菜は輸入禁止

http://bit.ly/1IOh560
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


犯人である築地の卸業者は未だに社名が公表されてない

https://twitter.com/buick54aki/status/652775727645880320/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
kogayoujirou @kogayoujirou · 23時間23時間前 
「東電 海外に200億円蓄財」公的支援1兆円の裏で税逃れ！！3年たった今でも仮設住
宅で年を越す人もいるのに

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9730cf43addc039479888ee0f1fd4898 … @neko_aiiさん
から

AKIRAさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9月18日 
国が最も隠蔽したいのは蔓延する一方の被曝の実態なんですよね。

AKIRAさんがリツイート 
こぐれみわぞう/Miwazow @koguremiwazow · 10月8日 
こぐれみわぞう/Miwazowさんがリツイートしました 原田裕史
狂ってる。狂ってる。他にどう言えばいい？ 
＞原田裕史@harada_hirofumi
福島第二原発を動かしたいそうだ。

＞東京新聞:「被災地原発 基準適合なら再稼働」　就任会見で高木復興相:政治(TOKYO
Web) http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015100802000127.html
…
＞規制庁より当事者の東電に言及せんのか。

参照：　https://twitter.com/harada_hirofumi/status/651987175588818946

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
異常事態　ＮＨＫの退職者2000人がNHKを”アベチャンネル”にするな！ 籾井会長は即
刻辞任！という主張への賛同を求める

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/7257健康法.jp/archives/7257

B e l i e v i n g　 i n 　J u s t i c e !
 

https://twitter.com/buick54aki/status/652775727645880320/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9730cf43addc039479888ee0f1fd4898
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http://???.jp/archives/7257


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日15:21
あ、(‾○‾;)

切れてる…！(ΘoΘ;)！

（遅い。

自分の脳がベクレてる…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日21:59
修復しました…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510112158066910/

「消えた魔球」の捕球。（＾＾；）

2015年10月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章 

さきほど無事帰投。２２：００。

（＾＾）

往復とも雨に降られずに済んで、バイトのベクレ客もほどほど。

個人的にはなかなか「悪くない」一日でした。

（＾＾）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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前項、切れたシッポ部分を補完しておきましたので、お暇なかたはお立ち寄りください…☆

（では、ちょくら〜宇宙遊泳〜に、逝ってまいりますッ♪）

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日22:18
なんだかトンデモな風が吹いておりますSAPPORO…

||||（＠＠；）||||

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日23:26
空気がむちゃくちゃ臭い。

（＞＜＃）

トンガラシ溶かした生ぬるい水のように痛臭い★
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（10月12日）　４連勤の３日目。だるだるです。（－－；）／SF小説にもならない。

http://85358.diarynote.jp/201510120836134041/

病的な肥満／被曝が関係／セブンイレブン鹿児島で茨城産の卵、

納豆を売ってる。米は福島産の直球／食べて応援って自殺そのも

のです。

2015年10月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
すごい。

2011.3.11 まだTVでは放送されてない大津波動画
https://www.youtube.com/watch?v=VXZs4mos6ow …
こんなの放送できないよね。

明日をも知れない命だって皆が理解すれば、年金だとかローンだとか、やってられな

いもの…。

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
2011年3月18日、「致死量の放射能を放出しました。」東電の小森常務はこう言って泣
き崩れた。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/653238414901309440/photo/1

おはようございます。

０７：５７。

札幌は１３℃。無風、晴天。

４連勤の３日目。だるだるです。（－－；）

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
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2015年10月12日（月）【当日】
01:00 0.044 0.041 0.042 6 
02:00 0.041 0.040 0.040 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.046 0.040 0.042 6 
05:00 0.047 0.043 0.045 6 
06:00 
07:00 
08:00

…怠いわけだ…（〜〜＃）…
線量、アガッテルじゃないか…★

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
Radioactive - Lindsey Stirling and Pentatonix (Imagine Dragons Cover) 

ナニコノ地震ノ回数…

地震マップ @eq_map · 10分10分前 
【M2.6】金華山付近 深さ53.9km 2015/10/12 07:58:33 http://j.mp/1P9btIJ

地震マップ @eq_map · 37分37分前 
【M2.5】宮城県東方沖 深さ26.1km 2015/10/12 07:30:31 http://j.mp/1G7El18

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � Maluku, Indonesia 
【M4.7】SERAM, INDONESIA 5.9km 2015/10/12 06:24:29JST, 2015/10/11
21:24:29UTC
(G)http://j.mp/1hyHxXP (USGS)http://j.mp/1N7tT9r

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.6】福島県東方沖 深さ8.8km 2015/10/12 06:24:49
(G)http://j.mp/1N7tkMR (アニメ)http://j.mp/1Ostzp4

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.6】北海道南西沖 深さ17.5km 2015/10/12 06:20:09 http://j.mp/1hyGMxV

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
http://j.mp/1P9btIJ
http://j.mp/1G7El18
http://j.mp/1hyHxXP
http://j.mp/1N7tT9r
http://j.mp/1N7tkMR
http://j.mp/1Ostzp4
http://j.mp/1hyGMxV


地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.8】遠州灘 深さ347.4km 2015/10/12 06:05:27
(G)http://j.mp/1jjeRUx (アニメ)http://j.mp/1K2BzoJ

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 豊頃町 
【M2.5】十勝地方 深さ105.5km 2015/10/12 06:01:46
(G)http://j.mp/1N7rKKQ (Y)http://j.mp/1hyFMKk

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 神奈川県 横浜市 緑区 
【M2.5】神奈川県 深さ128.6km 2015/10/12 05:43:15
(G)http://j.mp/1hyEP4I (Y)http://j.mp/1hyEPkY

https://www.youtube.com/watch?v=LBxsDYOAKok
Best Cycling Songs for 2015 

AKIRAさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 7時間7時間前 
セシウムが、心臓の筋肉に蓄積され、心筋を破壊する

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 7時間7時間前 
0.1を越えたら危険です。「「このフライデー読みたい！ ＜首都圏の放射能汚染＞東
京ドーム１．３４μSv/h、ディズニーランド０．４２、渋谷ハチ公前、フジテレビ、
成田、羽田…除染基準０．２３超の場所　3/20号フライデーより」」
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4137.html … …

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
致死量の放射能を放出したんです。

致死量です。致死量の意味分かりますか？ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
忘れないで下さい。F1は致死量の放射能を放出しました。

http://j.mp/1jjeRUx
http://j.mp/1K2BzoJ
http://j.mp/1N7rKKQ
http://j.mp/1hyFMKk
http://j.mp/1hyEP4I
http://j.mp/1hyEPkY
https://www.youtube.com/watch?v=LBxsDYOAKok
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4137.html


さらに、4年半に渡り放射能を放出し続けています。
チェルノブイリ原発事故は2週間で石棺にしました。しかし、数百万人が無くなり、28
年後の今も、被曝症で苦しんでいます。

どういう結果が待っているか？容易に想像がつきますよね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 8時間8時間前 
ナオリン（脱原発に１票）さんがリツイートしました cheesaka
セブンイレブンって、鹿児島で茨城産の卵、納豆を売ってるよ。米は福島産の直球。

知り合いが「ここのおにぎり美味しいよ。１００円セールの時はお弁当作らないの」

っていうので教えてあげたら泣きそうな顔になった。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 8時間8時間前 
チェルノブイリの基準だとこれ等は放棄または廃村になるのかな？

まあ人が住んでるからね。難しいよね。

まあ生きるか死ぬかだけですから。

後ではっきりわかるんだな。

AKIRAさんがリツイート 
merikuri @merikuri55 · 8時間8時間前 
merikuriさんがリツイートしました 【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】
うん　やっぱり人の住む所じゃないな 

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
栃木県の日光や那須の別荘を福島から避難する人々が購入しているらしい。

不動産業者は放射線量が高い事を隠して売りまくっているらしいが、売る方もだが、

買う方も、どうかしている。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/653240295136497664/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 飯山一郎
いや、決して無責任な脅しだけでは無い。こういった情報で海外に避難した日本人は

多い。

逃げなければ、放射能に飲み込まれて死ぬ。

AKIRAさんがリツイート 

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/653240295136497664/photo/1


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
国の甲状腺検査の新基準は、被曝と同じですよ。今まで年間1ミリシーベルトが限度だ
ったのを20ミリシーベルトに引き上げたのと、同じぐらいの殺人基準です。
膿疱があっても出来る限り、細胞検査は、行わないで、次の検査は1年後なんて、
その時には、リンパ等に転移して手遅れになるの知ってる！

AKIRA 2024さんがリツイート 
j-moon @double_eclipse · 9時間9時間前 
チェルノブイリの立ち入り禁止区域の入口の放射線量は0.23μSv/hだよ。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
汚染知っていて、無視してる奴らが

本当の意味での非国民だと思うね

非人間の方が近いかな。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
こういうの日本は報道してない

安保法が決まった日本なのに、なんの報道もない。

アメリカさんいわく「アサド政権反対体制派へのロシアの空爆が本気モードで、危険

だね。これからはロシアが攻撃してるアサド反体制派に、更に武器の供給をする」

Lightworker @Lightworker19 · 12 時間12 時間前 
ハッピー氏：福一の廃炉は今現在捨て駒と呼ばれてる日雇い労働者のような知識の無

い方々が作業してる以上は有り得ない話だと思います。東電の知識のある方だけが作

業す可き事だと思います。今してる事は無駄な金を動かし廃炉に向けて

の見せかけだけの作業http://bit.ly/112sCYP

cmk2wlさんがリツイート 
なごなご @nago75nyan · 14 時間14 時間前 
@cmk2wl 読んでゾッとしました。
311の前から化学物質・食品添加物をなるべく避ける生活をしてたのは正しかったんだ
…と思いました。
でも化学物質＋放射能の恐ろしさを周りが理解してくれないのがつらいです。

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 18時間18時間前 

http://bit.ly/112sCYP


最近 、都内で「欧米型の肥満女性」を見かけるようになった。
３１１前にはアジア女性のあんな肥満体形みたことない。

軽い肥満じゃなくて病的な肥満。

被曝が関係あるんじゃないかと思ってる。甲状腺異常とか糖尿。

Mペッコ @pecko178 · 21時間21時間前 
オリンピックと復興に使う税金は、

福一から出る放射能数値と同じ数値だとよくわかった。

このロゴに1億3000万 
https://twitter.com/pecko178/status/653027401287397376/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 10月6日 
【日本国内では絶対に報道されないこの地図】

■アメリカ政府が発表したストロンチウムの汚染地図→

http://news.whitefood.co.jp/strontium/ 
世界は真実を把握してますよ

食べて応援って自殺そのものです。 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/651517958204755968/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 10月6日 
信じたくない気持ちはよくわかりますが

真実は隠せません

文部科学省

放射性セシウム汚染地図

詳細→　http://blog.livedoor.jp/hirezake_nomitaiyo/archives/1640121.html …
食べて応援って自殺そのものです 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/651519985123069952/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
Greenlabel_sideB @greenlabel_tw · 6 時間6 時間前 
311以降、はっきりとわかったのは、われわれ日本人が極めて無責任であるという悲し
い事実だろう。時間が経てばなんとかなる、という感覚を皆が共有している。

AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 

https://twitter.com/pecko178/status/653027401287397376/photo/1
http://news.whitefood.co.jp/strontium/
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/651517958204755968/photo/1
http://blog.livedoor.jp/hirezake_nomitaiyo/archives/1640121.html
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/651519985123069952/photo/1


俺たちは故郷を、帰るべき国を無くしたのか。

そう友人は言って電話を切った。 

AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 
海外に放射能避難した友人から、「日本に帰りたいが、そろそろ大丈夫か？」と聞か

れた。

「無理だ。」と言った後、言葉が出なかった。 

AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 
美しい国だった。

四季折々、色と香りを風が運んで来る。

人々は情緒に溢れ、暖かく親切で、とても優しかった。

いい国だった。

しかし、今は全てがとろける様に夢の中へと消えていく。 
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/653255351165304833/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
最終電車に、乗り遅れるなよ！

1時間でも早く汚染地域
出るに越したことは無い！！！ 
https://twitter.com/k2cyan/status/653221987649609729/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
『Twitterを使って4年以上も、関東首都圏でさえ絶望的な放射能汚染の
危険を訴え続けたのだが、世界最大の首都東京の人たちは誰も、逃げ出そうとも

しないどころか、普段の生活を、そのまま続けたのだった』

これじゃ、SF小説にもならない 
https://twitter.com/k2cyan/status/653222510121496576/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 14時間14時間前 
@CsgH6 国なんて、概念捨てましたよ。
そんなもの、今後役に立たない。

海外だろうと、自分が生きて行ける

安全な場所で、生きるだけですよ

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/653255351165304833/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/653221987649609729/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/653222510121496576/photo/1


聞かれても、日本人とは、言いたくも無い！！！

 



（10月13日）　バイトは遅番。線量高い雨。バス決定★／視力の急激な低下。記憶力
の急激な低下も。とにかく眠くなると言う人が、移住してきた人の中にも多く居ます。

http://85358.diarynote.jp/201510130946168882/

吉野家ブチ切れ「福島の米と野菜は使って

ない」！

／東京駅4.88μSv/h／日本産「食品・飼料」輸入禁止／海馬が被
曝に弱く認知症の症状が進む。

2015年10月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

amaちゃんださんがリツイート 
真実を探すブログ @kennkou1 · 4時間4時間前 
「吉野家は福島産」に香港吉野家がブチ切れ！公式バナーを「もうキレた！絶対福島

の米と野菜は使ってない」に変更へ！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8350.html …

AKIRAさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 10時間10時間前 
これらの国まで輸入禁止してるね。

https://twitter.com/pecko178/status/653585135929954305/photo/1

おはようございます。０９：０９でした。

現在０９：１１．（＠＠；）

…ぅわ、不吉…★（－－；）…

札幌は１２℃。暖かいです。

午前中の降水確率４０％…の、はずなのに、８時過ぎから降り始め、
バイトは真の悪いことに遅番。（－－＃）
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仕方なくバス通勤のタイムスケジュールに切り替えたのに…
現在、前線が通過したのか、晴れてきてしまいました…

どっち、（－－＃）なんだ…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月13日（火）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.039 0.040 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.041 0.039 0.041 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00 0.043 0.040 0.042 6 
07:00 0.043 0.041 0.042 6 
08:00 0.041 0.039 0.040 6 
09:00 0.054 0.040 0.047 6 
10:00 
11:00

はい。線量高い雨。バス決定…★
…（－－＃）…

なにこの地震の多さ？

地震マップ @eq_map · 3分3分前 
◆◆緊急地震速報(最終第6報)◆◆【M5.0】宮古島近海 深さ70km 2015/10/13 09:17:55
発生 最大予測震度3 http://j.mp/1jtoEGU

地震マップ @eq_map · 16分16分前 
【M3.3】福島県東方沖 深さ25.4km 2015/10/13 09:00:14
(G)http://j.mp/1LhBwHK (アニメ)http://j.mp/1WYhsBn

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
http://j.mp/1jtoEGU
http://j.mp/1LhBwHK
http://j.mp/1WYhsBn


地震マップ @eq_map · 31分31分前 
【M2.5】茨城県東方沖 深さ44.7km 2015/10/13 08:44:54 http://j.mp/1LhzSWv

地震マップ @eq_map · 36分36分前 
【M4.8】OFFSHORE COQUIMBO, CHILE 10.0km 2015/10/13 08:30:26JST,
2015/10/12 23:30:26UTC
(G)http://j.mp/1G2l3ug (USGS)http://j.mp/1G2l3ui

地震マップ @eq_map · 45分45分前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ53.3km 2015/10/13 08:32:26 http://j.mp/1G2kTmy

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M4.9】NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 21.9km 2015/10/13
07:10:04 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LG3mfT (USGS)http://j.mp/1LG3onY

amaちゃんださんがリツイート 
片岡龍峰 @ryuhokataoka · 4時間4時間前 
ノルウェーのトロムソで超明るいオーロラ出現したらしい 
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/653677337871958016/photo/1

…１時間で５回も揺れてる地球…

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 4 時間4 時間前 
読売◆韓国でＭＥＲＳ「完治」の男性が再発熱…陽性に
http://www.yomiuri.co.jp/world/20151012-OYT1T50062.html …
韓国保健福祉省は１２日、中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）コロナウイルスの感染者の

中で最後に陰性判定を受けた男性が、再び発熱して陽性判定を受け、再入院したと発

表した… #レスナウクリップ

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
横浜市の学校９校で8000Bq/kg超え！神奈川県各地も高線量の放射能に汚染されている
現実！

2013年3月

http://j.mp/1LhzSWv
http://j.mp/1G2l3ug
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http://www.yomiuri.co.jp/world/20151012-OYT1T50062.html


http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/738.html …

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 4時間4時間前 
毎時１３マイクロシーベルト下の和牛牧場

http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-1998.html …
浪江町の原発から１0キロ付近の某牧場
Cs-137　と　半減期２年の　Cs-134　だけでも
両者の積算で600ミリシーベルトを今日までに被曝 
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/653666552387006465/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
南京大虐殺の登録に「政治利用」と抗議しながら…安倍首相が「特攻隊」を世界遺産
に推していた！ 協力者はあの人の娘？
http://lite-ra.com/2015/10/post-1580.html …

不正選挙監視団 @rigged_election · 5時間5時間前 
東京都民のみなさん「福島がアウシュビッツ」は他人事だと思ってる？　３１１前の

平穏安全な生活が戻ってると勘違いしてる？　真実は違う、あなた方はフクイチの放

射能に強烈に蝕まれマスコミに騙されて放射能を摂取している。 被曝障害は潜伏期間
５年　http://amba.to/14Xt5h0
＞東京駅プラットフォーム、なんと驚きの4.88μSv/h！
http://gagome7.seesaa.net/article/254741988.html
↑※１年前の記事。現在の線量は不明です。

hiroshibuttakuncat @buttakuncat · 12 時間12 時間前 
@stopgp @tyajyo 
ガス室よりひどいフクイチ帰還

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
「このホットパーティクルは、いくつかの放射性物質の混合物から成っていた。し

たがって、ウランを主体として、プルトニウムやルテニウムなどの猛毒物が含まれて

いる。吸いこんだ空気を通して、肺の深部や気管支に分布し、その粒子の数は、遺体

一人あたり数百個〜2万個前後にも達した。」広瀬隆

amaちゃんださんがリツイート 
HIRO 89 @Geigers · 19時間19時間前 

http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/738.html
http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-1998.html
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/653666552387006465/photo/1
http://lite-ra.com/2015/10/post-1580.html
http://amba.to/14Xt5h0
http://gagome7.seesaa.net/article/254741988.html


川内村に戻って行ったあの人達。孫が汚染車両で被曝したことをどうしても認めたく

なかった。だから、川内村に帰った。あんなすごい場所に。きっと、「ほら、自分た

ちは放射能の影響なんか受けずに生きてる。だから、あれは被曝なんかじゃない」っ

て言いたいんだろうな。

狂気だよ。。。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 24時間24時間前 
〔感染性胃腸炎〕飲食店・旅館などで集団感染相次ぐ(10/12) 
http://www.rescuenow.net/?p=2525 
国立感染症研究所によると第39週に定点医療機関から報告があった患者数は6324人で
した。

amaちゃんださんがリツイート 
kazusan @kazusan41932975 · 10月11日 
守田敏也さん。

放射能の影響。

視力の急激な低下。高校生がすでに白内障で２度の手術を受けている。

記憶力の急激な低下も。海馬が被ばくに弱く、アルツハイマーと同じで認知症の症状

が進む。ある中学生は単語がひとつも覚えられなくなった。避難したら治ったという

。

AKIRAさんがリツイート 
inoue toshio 子どもを守れ！ @yuima21c · 10月10日 
福島で未成年者の甲状腺癌が平均の５０倍

http://japan.hani.co.kr/arti/international/22151.html …
韓国のハンギョレ新聞（日本語版）がかなり大きく報道。

日本の大手紙は、ジャーナリズムを捨てたのか！？ 
https://twitter.com/yuima21c/status/652868828020367360/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月29日 
駅に倒れて寝てる人が増えだしてる

被曝による眠り病

とにかく眠くなると言う人が

移住してきた人の中にも多く居ます。 
https://twitter.com/k2cyan/status/633387418729615360/photo/1

…

http://www.rescuenow.net/?p=2525
http://japan.hani.co.kr/arti/international/22151.html
https://twitter.com/yuima21c/status/652868828020367360/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/633387418729615360/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
Most Emotional Music Of All Times - Sand Dream 

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT2600UP】 人間が人魚に一歩近づける？静脈に注射するだけで長時間水に潜って
いられる微粒子酸素が開発される（米研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52160795.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/653706767000428544/photo/1

Artmic8neo @Artmic8neo · 3時間3時間前 
今朝のニュース、アメリカの砂漠に巨大な無人都市を実験的に建設するそうだ。心踊

った。ここか？ここがスカイネットなのか？

ィ為@にせもの @itamemono · 13時間13時間前 
米の砂漠にゴーストタウン建設計画　最先端技術を実験：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASHB91Q3QHB9UHBI001.html …
「最先端技術の実験のための無人都市」

なにこのコンピュータの暴走による恐るべき災害が起きる予感しかしない SF 設定は！
w
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20151011001056.html
＞米の砂漠にゴーストタウン建設計画　最先端技術を実験

＞米南部のニューメキシコ州の砂漠の真ん中に、人が住まない都市の建設計画が進ん

でいる。無人自動車や災害に強い建物などの最先端技術を、住民への迷惑を気にかけ

ずに実験するための街だ。１０億ドル（約１２００億円）をかけ、巨大なゴーストタ

ウンを作るなどと米メディアは伝えている。…[続きを読む]

…ネタだらけで困るわ…☆ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52160795.html
https://twitter.com/karapaia/status/653706767000428544/photo/1
http://www.asahi.com/articles/ASHB91Q3QHB9UHBI001.html
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20151011001056.html


ボンヂ〜ア…！

（10月13日）　、「バスタイムは語学タイム」で今日からブラジル移民の準備に入り
ました…(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201510131114083953

ボンヂ〜ア…！
2015年10月13日 日常 コメント (5)
　

結局バスで来たのに晴れていて

(^_^;)
悔しいので公園で紅葉狩りして市役所でサンドイッチ買って、

通りすがりにランチ割引券まで貰って来ました…♪

ので、良しとしましょうｗ

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月13日11:23
あ、で、「バスタイムは語学タイム」で今日からブラジル移民の準備に入りました…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月13日16:05
北海道各地は初雪。

ヽ（・＿・；）ノ

札幌はフクイチブルーの汚染雲に強襲され中。(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月13日16:06
宮田屋の新作ケイジャンチキンサンドは旨かった…♪
o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201510131114083953/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201510131114083953/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151013/85358_201510131114083953_1.jpg
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（ケイジャン大好き♪）

pedro
2015年10月14日9:48
Bom　dia　ブラジル移住、不可能ではないので、ぜひ実現させてください！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月8日15:47
ora!（＾＾）／

すいません。いま気がつきました！（＾＾；）！

ウルグアイが第一志望ですが、ブラジルの山の上も棲みやすそうですよね！

 

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


（10月⒕日）　バイト４連勤後の１日だけ休みです。／「睡眠の質が向上したせいか
体調も良い。」朝スッキリ起きれるようになった。まじ凄いわ。

http://85358.diarynote.jp/201510140032418623/

「夜、ぐっすり眠れる。睡眠の質が向上したせいか体調も良い。

」…フルリア。

2015年10月14日 就職・転職 コメント (3)
　

え？　なんですか？

https://www.youtube.com/watch?v=QHRfJftIHGY
01 - Shikata Akiko - Utau Oka ~Harmonics FRELIA~ 

曲のタイトルですけど…？？

匿名希望 @ufg2011 · 10月12日 
水式を導入してから、夜、ぐっすり眠れるようになった。睡眠の質が向上したせいか

体調も良い。

AKIRAさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 13時間13時間前 
"最近の山手線急病人がよく出るイメージ。ウイルスでも撒かれたんだろうか。バイオ
テロみたいな。"
↑うーん惜しいな。撒かれたのは別のものだね。ほら、4年半ほど前の3月にさ、東日
本中心に撒かれて、今もそれは終わってない。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
「バカどもには ちょうどいい目くらましだ。」 
"天空の城 ラピュタ” ムスカ大佐 
https://twitter.com/cmk2wl/status/653916662672920577/photo

https://www.youtube.com/watch?v=gDtmIQAYIuw
Shikata Akiko - Kin’iro no Choushou 〜Uruwashi no Bansan〜 

Mペッコさんがリツイート 
猫大好き（ぷち動画） @rujyhilohyze · 10月7日 
凄い愛されててよかったね?? 
https://pbs.twimg.com/tweet_video/BsyuOpoCUAA4Y7t.mp4　

https://www.youtube.com/watch?v=x3cWPRM9fXs

http://85358.diarynote.jp/201510140032418623/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201510140032418623/
https://www.youtube.com/watch?v=QHRfJftIHGY
https://twitter.com/cmk2wl/status/653916662672920577/photo
https://www.youtube.com/watch?v=gDtmIQAYIuw
https://pbs.twimg.com/tweet_video/BsyuOpoCUAA4Y7t.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=x3cWPRM9fXs


Shikata Akiko - Harmonia - Kiseki 

ペッコ @pecko178 · 10月12日 
連休も終わり仕事が始まるね。

自分と家族のために頑張りましょうネ

https://v.cdn.vine.co/r/videos/5A63265B161265326039509667840_41240b643d3.1.1.11647131680657008060.mp4?
versionId=ilrfax9Je7UZCAtWTzZ4y_Jlfb1XP_p5

https://www.youtube.com/watch?v=UiA-2hleXVI
Shikata Akiko - Harmonia - Harukanaru Tabiji 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月14日1:21
寝ま〜す…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月29日21:36
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 4時間4時間前 
（続き）

チェルノブイリのドキュメンタリー。

イライラした人が多くなり、あちこちで喧嘩が絶えなくなる。

事故が増え、事件が増え、警察も頭がおかしくなり、村が無法状態になっていく。

せっかく国が移住先を用意したのに、また高線量の汚染地に帰えって行った人たちの村の事

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月29日21:47

cmk2wlさんがリツイート 
M a i @maibaba11 · 2 時間2 時間前 
水式空気清浄機を24時間稼働させて数日経過。仕事から帰ってきて部屋の空気が綺麗なのがわか
るし、朝スッキリ起きれるようになった。まじ凄いわ。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://v.cdn.vine.co/r/videos/5A63265B161265326039509667840_41240b643d3.1.1.11647131680657008060.mp4?versionId=ilrfax9Je7UZCAtWTzZ4y_Jlfb1XP_p5
https://www.youtube.com/watch?v=UiA-2hleXVI
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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おはようございます。

2015年10月14日 日常 コメント (1)
　

超〜？めずらしく！ＤＮさんの携帯からの書き込み画面の日付が当日に修正されています。

(^。^;)

バイト４連勤後の１日だけ休みです。

もう少し寝ます〜…

藁わあ09時01分。
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月14日9:03
なんかものすごく異様に

通信速度が遅い…(・_・;)…
 
 

http://85358.diarynote.jp/201510140856537442/
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（10月15日）　今日はバイト中番！の、つもりで、６時半には起きだしたのですが、
フト気がついて勤務表をチェックしてみたら、遅番でした…ｗｗｗｗ☆

http://85358.diarynote.jp/201510150701553553/

再び、おはようございます。（＾＾）

2015年10月15日 日常
　

　

おはようございます。

２４時間ぶり?の御無沙汰です！ｗ
　（＾□＾；）ｗ

札幌は９℃。無風。よく乾燥して線量も低め。

陽射しがあるので心理的に暖かく感じます。

（無暖房で室温は１５℃…）。

今日はバイト中番！の、つもりで、６時半には起きだしたのですが、フト気がついて勤務表

をチェックしてみたら、遅番でした…ｗｗｗｗ☆

良かった、早めに気がついて！ｗ

いつも「時間がない！時間が足りない！」と、アりすの白うさぎリスしているのに…

１時間も！無駄にしないで済みました…ｗｗｗ

（ってことで、とりあえず浮いた１時間で宇宙遊泳に往ってきますぅ〜☆）

０７：００ジャストからお送りしました…ｗｗｗ

…お、ぴったりの曲が…♪
　

https://www.youtube.com/watch?v=-AzRq2XPJCw

http://85358.diarynote.jp/201510150701553553/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
https://www.youtube.com/watch?v=-AzRq2XPJCw


Akiko Shikata - Istoria
 
 



（10月15日）　当直はフィルチとリータスキーターだし、客はキレキレで暴走自爆系
…

http://85358.diarynote.jp/201510151118491934/

空気清浄。o(^-^)o
2015年10月15日 グルメ コメント (3)
　

南南西の乱れ風ですが、

現在の札幌は空気清浄。

o(^-^)o

お昼ごはんだったはずの鯛焼き２個が、バイト先に辿りつく前に、

一瞬でハラの中に消えてるくらいの爽快感…

…アレ？…σ(^◇^;)。。。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月15日15:50
午前中だけで運は使い果たした感じ？(-"-;)

狼さんもエルさんも居ないし、当直はフィルチとリータスキーターだし、

客はキレキレで暴走自爆系…
…(ノ-o-)ノ　┫…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201510151118491934/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201510151118491934/
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2015年10月15日15:51
そして、空気が変！(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月15日18:15
線量グラフが閲覧できない状況が継続中。(-_-#)
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（10月15日）　向かいの席の人が「背中が燃える！」とかって騒いでた…あー逃げる
とこないわ。／逃げ出す気力すら亡くなりました…

http://85358.diarynote.jp/201510160047425896/

【このページは表示できません】／夕べ３号機大スパイク／報道

に騙され、子を被曝させてしまいました／核分裂反応が連続す

る「臨界」／首都圏機能が麻痺し始めた。

2015年10月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

AKIRAさんがリツイート 
塚本神子 65 @MikoBOT · 7時間7時間前 
私は報道に騙され、子を被曝させてしまいました。無知で上辺しか知らなかったので

、避難しても子を守ることができませんでした。私にできることは経験した事実を話

すことだけです。知って選んでください。できれば知って伝えてください。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
【旧ソビエト政府】は、25年前のチェルノブイリ原発事故で、被災地　プリピャチ市
民を、1200台のバスで、36時間で、全員避難させた。日本の東京にあたるウクライナ
の首都キエフからも、子供は、避難させた。福島では、今でも住民が【日本政府の

策略】で、居住させられている。

AKIRA @AKIRA23150220 · 14時間14時間前 
本日、中央線、総武線、東西線で急病人遅延の報告多数。

3月からの放射性水蒸気で、さらに放射能汚染された土壌が乾燥し空中に巻き上げら
れて、それを吸い込む事で内部被曝する。

4年半の内部被曝による放射能累積が限界に達している人々は、即、倒れます。
首都圏機能が麻痺し始めた。

参照：

http://85358.diarynote.jp/201103121305333037/
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http://85358.diarynote.jp/201103121503405241/
http://85358.diarynote.jp/201103130221229686/
http://85358.diarynote.jp/201103191455196758/
http://85358.diarynote.jp/201103211940577152/

（上とこれは全く関連ありませんｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=FWMioQ-VaYI
鉄子の旅　実写版

…すいません！つい視ちゃいました…ｗｗｗｗ

先ほど無事帰投。遅番バイトの後、半田屋でカレーとモヤシ炒めをかっくらって来たのは、公然

たる秘密…ｗｗｗｗ

ぃや、私はこれで「デートコース」で、まったく異論はございません…ｗｗｗｗ

http://ma-04x.net/all.html

このページは表示できません

…ぅけけけけけけ…ッ☆

AKIRAさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10月13日 
２０１５年６月２７日

岩手県奥州市立前沢図書館付近

毎時３．８２マイクロシーベルト

https://twitter.com/neko_aii/status/653922921790836740/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=x0eyPFg4460 …
計測場所：岩手県奥州市前沢区七日町裏

今頃、旧くりでんあたりは、放射能の海に沈んでいる頃かしら…ｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201103130221229686/
http://85358.diarynote.jp/201103191455196758/
http://85358.diarynote.jp/201103211940577152/
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2分2分前 
こういう報道が海外では普通にされてる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654625708614922240
このところ連日だ。ところが日本の報道の仕方では「まったく日本とは関係ありま

せん」これに近い報道をしてる。日本はアメリカの同盟国であり、ついこないだ「安

保法」が法律で成立した事を、もう忘れてる

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15分15分前 
川内原発

もしもの時の避難経路の対策もない状態。原子力規制委員は「避難のこと」は、自分

達の責任外としてる。今日、再稼働した２号機は「もうそろそろ新しくしないと、

危ね〜わ」という設備も交換しないまま再稼働。南海トラフ巨大地震が起ったら当然

、津波にやられる。というか直下型地震が危ない

特務機関NERV @UN_NERV · 42 分42 分前 
【川内原発２号機が臨界に達する】

15日午前、再稼働した鹿児島県の川内原子力発電所2号機について、九州電力は、15日
午後11時、核分裂反応が連続する「臨界」の状態になったと発表しました。
http://nerv.link/qlv964

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
たとえば原発のこと。

今日の「川内原発２号機の再稼働」の事も、一斉に海外メディアは報道してる。報道

の趣旨は「日本国民の大半が反対していも再稼働してる」という批判的なもの

こういう事を日本の報道で、ひとことでも言っただろうか？と思う 

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 1時間1時間前 
病院内の放射線管理区域は年間5msv未満規定。一般規定を1msv→20msvへ。およそ4
倍の放射線の中に住む福島県民。この病院内5msvの放射線管理区域は１８歳の者は働
けない、飲食も禁止。こんな異常なことがありますか？北海道がんセンター西尾正道

院長　甲状腺がんの福島は必然か・・

kenichro yano うーう党 @soilyano · 2 時間2 時間前 
川内原発２号機が本日10:30再稼動された。使用済の核燃料はどうするのか。東電の福

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654625708614922240
http://nerv.link/qlv964


一の様なメルトスルーする爆発が起こったら避難はどうするのか。安保法案も心配で

反対だが、これは仕組まれた報道管制と #nhk 以下マスコミの洗脳と分からぬか。日本
偏向報道協会が #NHK だ。

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 2時間2時間前 
「5〜6号機もメルトダウンしている！」とペッコ氏は断定された。私は否定でき
ない。 RT @pecko178: この原因　①5〜6号機もメルトダウンしている。
②溶け落ちた核燃料が地中染み込み5〜6号機の下から汚染水蒸気が噴出。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo · 2 時間2 時間前 
小さな子どもから若者、酷い咳が続き、38度を超える熱が4〜5日続いている人、ここ
最近また増えてきたが、そのほとんどが肺炎だ。2011年のマイコプラズマ肺炎大流行
以来、肺炎の患者さんが本当に増えたと現場で実感。肺炎でなくとも、咳がやたら長

期に続くという患者さんもやはり多い。異常だ。

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 2時間2時間前 
郡山市民エコー検査。29名中18名がA2判定。そのうち17名は甲状腺の左右両側にのう
胞が多数。医師も驚く。学校に行けないほどのだるいなどの体調不良児童多数。確実

に始まっている。http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/374.html …

AKIRAさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
【千葉県】柏市から出たことない車が放射線検査で輸出不許可に

室内や車の近辺0.2μＳｖ

港に搬入、ワイパー根本で3.3μＳｖ検出され受入拒否

すぐ除染の依頼。が終わったと連絡が無い

多くの車が放射線検査で落ち、作業が追付かないと

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0eaed356decaa5a53697da9982e7bf86 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
イスラム過激派組織の IS は、
「なぜ日本のトヨタの車を愛用するのか？」を、アメリカが日本へ説明要求。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654630248529571841/photo/1
THE WALL STREET JOURNAL

http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/374.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0eaed356decaa5a53697da9982e7bf86
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654630248529571841/photo/1
http://jp.wsj.com/articles/SB11828848094781684513604581280681440845092


：http://jp.wsj.com/articles/SB11828848094781684513604581280681440845092 …

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
遅かれはやから、北海道と西日本に

多くの人口が、集中しだすことは

目に見えてる。

東北、関東首都圏は、

人口減った分、安い賃金で

汚染も怖がらずに働いてくれる

外国人労働者の街に変えられてゆくだろう。

しきりに基地害経団連が、東北に工場建設したのは

そういう、理由がある。

junko @junko_in_sappro · 7時間7時間前 
今ごろ騒いでも手遅れなのだが、でもま…
http://grnba.com/iiyama/ 
↓福一、5号機、6号機 
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/654567144127008769/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
塚本神子 65 @MikoBOT · 8時間8時間前 
報道では安全といっていましたが、今現在私達母子３人共、甲状腺に異常有りの血液

検査の結果と、息子には５ｍｍの膿嚢があります。今、報道をみると甲状腺がんは生

活習慣病になりました。癌になったら自己管理のせいといわれ、放射能の影響と国は

言いません

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
口唇口蓋裂「出産が怖くてたまらなかった…」　悩む家族の姿
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151015-00010003-nishinp-hlth …
被曝奇形　1962年生まれには非常に多い　知的障害とともに
ダウン症も集中的に産まれた

次は1987年産まれ
その次は2012年産まれ

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 9時間9時間前 

http://grnba.com/iiyama/
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/654567144127008769/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151015-00010003-nishinp-hlth


あわわ、胃酸が逆流したと思ったら、夕べ３号機大スパイクしてた＞＜

http://fukuichi.mods.jp/show_graph.php?fname=p34.csv&cnt=300&p=37 …
＊体調メモ：

…あぁ、わかった…

今日、向かいの席の人が「背中が燃える！」とかって騒いでいたの…

背中側が、フクイチ側の窓。だったからだね…

https://www.youtube.com/watch?v=J_WbO_LPXDo
Studio Ghibli Cello Collection 

cmk2wlさんがリツイート 
でちこ @gohanhitotubu · 10時間10時間前 
呼吸が楽すぎて、今まで本当は苦しかったんだと気がつく。何が取れているか分から

ない水式空気清浄機・・・と呼んでいいのか？ウチの扇風機とバケツだけだけですご

いね！！ 

AKIRAさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 11時間11時間前 
放射能で心筋梗塞。突然死。

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 12時間12時間前 
"pachinkoface: 帰って、アイスクリーム食べながら寝てた。服とベッドのシーツがチョ
コレートでべとべとだった。"
#眠り病
赤ちゃん未満の知能になる

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 12時間12時間前 
"EriKa2cat: 昨晩はご飯食べながら椅子に座って寝てたから腰が痛いわ(´；ω；｀)起き
た瞬間に口の中のおうどんに気付いて呆然としたよ(´；ω；｀)なにこれ"
#眠り病

http://fukuichi.mods.jp/show_graph.php?fname=p34.csv&cnt=300&p=37
https://www.youtube.com/watch?v=J_WbO_LPXDo


目覚めることのない意識のシャットダウン

再インストールはできない

AKIRAさんがリツイート 
バビル三世 @BabiThird · 12時間12時間前 
@x__ok @AKIRA23150220 ソ連は0.2m㏜で避難させました。避難させない日本はソ

連以上の棄民国家です。もっとも東京までがソ連の避難区域に入っているのだから、

避難させることは不可能であるともいえますが。だから原発なんかやめろと言った

のに。再稼働なんかありえない。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 13時間13時間前 
３号機の爆発のあった３月１４日と２号機と４号機の爆発のあった１５日は、公開さ

れているSPEEDIのデータによると、南向きの風が吹いており、死の灰の塊であるプル
トニウムを大量に含んだ放射能雲は、千葉、東京、神奈川を直撃しました

。http://bit.ly/146NVga

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 13時間13時間前 
10月に入ったぐらいから
もう終わったと思っていた

Twitterの中の放射能汚染染情報が
急激に活性化してるのは

東京で病気になる人たちが

はやり、激増しだしてるのだとわかりました

チェルノブイリのデータ通り

300％病気の始まり 
https://twitter.com/k2cyan/status/654485956691521536/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 14時間14時間前 
事故から３年。数を増してきた健康被害に死亡者増加、人口減少。「正常化バイアス

」の中で生活する国民・・。見ないふりもそろそろ限界ではないか・・。まず原発ぶ

らぶら病（慢性疾患）、３年後以降に白血病、ピークは５年後、がんのピークは７年

後にやって来る。肥田舜太郎氏（全日本保険医新聞）

AKIRAさんがリツイート 

http://bit.ly/146NVga
https://twitter.com/k2cyan/status/654485956691521536/photo/1


被曝ムーミン @hyoutanbentou · 14時間14時間前 
( ºΔº )〣 震災後ボランティアに行ってた知り合いが白血病で亡くなっていた！
共通項は福島ボランティア

http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/e57cfacd1cc4b80ae27e470f97b8a079 …

AKIRAさんがリツイート 
エリック ・C @x__ok · 18時間18時間前 
チェルノブイリ事故の時はパリにいた。NHKの国際放送で情報を聞いていたので普通
のフランス人より被曝が避けられた。その後も低線量の危険が報道され続けた日本。

なのに福島で事故が起きたら同じ線量を危険がないと言い日本は安全値も変更した。

海外から見ていると当時のソ連も日本も同じに見えた。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 24時間24時間前 
循環器系の病気だけで

10万人中１０万人
要するに100パーセント病になる。
他の病気にも１人で複数かかるので

あなたは、このまま東京に居れば

300パーセント病気になりますよ。
https://twitter.com/k2cyan/status/635285786611453952/photo/1
東京の汚染はウクライナ北部より酷い。

AKIRAさんがリツイート 
小吹 伸一 @kobukishinichi · 1日1日前 
労働基準法の年少者労働基準規則において、満１８歳に満たない者は「ラジウム放

射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」に従事させてはならないと

定められている。業務じゃなくて、ボランティアならいいのか。うまいこと考えたな

。

https://twitter.com/yuima21c/status/653181740463210496/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 10月14日 
これが急死増加の原因か・・・。原発爆発の3月15日、東京の大気中にはチェルノブイ
リ事故のときの1000倍の放射性物質が舞った。１時間だけでも外にいた人は吸い込み
により20μＳＶ/ｈ内部被爆した。参議院行政監視委員会参考人 小出裕章氏
http://www.youtube.com

http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/e57cfacd1cc4b80ae27e470f97b8a079
https://twitter.com/k2cyan/status/635285786611453952/photo/1
https://twitter.com/yuima21c/status/653181740463210496/photo/1
http://www.youtube.com/


AKIRAさんがリツイート 
栃木県動物愛護センター・山崎さんの自殺 @henkutsutorako · 10月14日 
日本、もうダメなのか・・・。⇒『岩手県の尿検査、子ども９割からセシウム検出』

⇒ http://ameblo.jp/tagajyomiraie/entry-11181104138.html …

AKIRAさんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 10月13日 
イットリウムだって脳下垂体に溜まることは知らなかった（膵臓に溜まるのは常識

だが）。米軍は、ある特定の放射性核種を摂取すると、それが特定の臓器の内の特定

の場所に濃縮されることを把握しているが、全て公表されてはいない。首都圏土壌のα

線核種を摂取したらどうなるかも米軍医療関係者は把握済

AKIRAさんがリツイート 
中川　均 @naka8952 · 10月12日 
水蒸気は水と空気または地面と大気との温度差が大きい時に生じます。原子炉の上だ

け大量の水蒸気が発生するということは原子炉周辺の地温が高いということになり、

地温が高いのは地中に高温物質がある、ここでは燃料デブリが露出して地下水と反応

していると見られます。 @sayasaya777

amaちゃんださんがリツイート 
飯舘村農民見習い伊藤延由 @nobuitou8869 · 10月4日 
飯舘村三セクの日帰り温泉施設(震災前は宿泊も可)、1.6億円を投入し改修工事中。来
年度にはオープンとか。まさかと思いましたが議会も承認した様で着々と。看板から

数メートル林に入ると2.55μ㏜/h。ここが日帰り温泉に相応しいか？ 

AKIRAさんがリツイート
如月さっちゃん @mutsukikisaragi · 8月16日 
娘と話してて、このままだと関東では道端で電車でコンビニで人がバタバタ倒れてて

、ある時を境に一斉にみんながヤバイって気づくとするでしょ？そしたら逃げたくな

るじゃない。

でもその時に九州の原発も事故起こしてたりしてさ、あー逃げるとこないわってなる

。

その為の再稼働じゃね？ってなった。

https://www.youtube.com/watch?v=l1Q-cI4RE5s
Relaxing Piano: Studio Ghibli Complete Collection 

http://ameblo.jp/tagajyomiraie/entry-11181104138.html
https://www.youtube.com/watch?v=l1Q-cI4RE5s


スタジオジブリ宮崎駿リラクシング·ピアノ音楽
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月16日1:13
宇宙へ逃げ出す気力すら亡くなりました…

寝ますぅ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月16日8:23
下町のリリアン @ririan10043 · 11時間11時間前 
全国の空間線量グラフを見てる方、異常はないですか？何度トライしても、データ受信できま

せん。(T_T)なんで？
 

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


（10月16日）　バイトは１日だけ休み。

http://85358.diarynote.jp/201510160719138555/

本日、【年末】大掃除…！
2015年10月16日 日常
　

おはようございます。０７：１６です。

札幌６時の外気温プラス５℃。

現在７時で外気温プラス７℃まで上昇確認。

ｗ（＾へ＾；）ｗ

降水確率（終日）０％。

バイトは１日だけ休み。

１１月の連休の予定だった「窓大全開！本格ホコリ追い出し掃除！」を…
１０月の今日のうちにやっとかないと、健全に越冬できなさそうです…★

ってことで本日のタイムスケジュール…

８時まで「宇宙遊泳」。

９時まで「情報検証」。

１時間「二度寝」して、

１０時から１４時まで、「大掃除！」…

１時間「お昼寝」して、

１５時から、冬物と食料飲料の買い出し…。

帰ってきたら「鍋」料理の仕込みと洗濯！

…o（＾ｗ＾；）o…

http://85358.diarynote.jp/201510160719138555/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201


…さて？公約通りに動けますものかどうか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=qBPG4WHNQac
Akiko shikata-The Wind Knows the Distant Tomorrow 

出羽！

 

https://www.youtube.com/watch?v=qBPG4WHNQac


（10月17日）　バイトは中番。昨日は十分に休んだはずなのに異様睡魔。(∋_∈)／眠
いのは、被曝による脳の異常ですよ。

http://85358.diarynote.jp/201510170847361474/

【秘密結社なまこ組】様／その場所を離れるしかないです／早

い話、心筋梗塞を起こすんだよ！

2015年10月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

質問です。これの、

http://ra.sssc.cc/
【北海道】が２０１５年３月２７日のまま止まっているのは、何故なんですか…？
（ＴＴ；）

https://www.youtube.com/watch?v=s_1WdlYMHgE&spfreload=1
Akiko Shikata - Ta ga Tame no Sekai 

おはようございます。

０８：１９になっちゃいました。

バイトは中番。

札幌は晴天無風、線量低め…

https://www.youtube.com/watch?v=4VVyLC9hXTM
Akiko shikata - La Ciel ラ・シェール

http://ma-04x.net/all.html
全国サムネイル

＞このページは表示できません

「津軽海峡以南」の人たちの安否については、

「５年以後生存確率０％」ということで…

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
左肩の放散痛　こいつが心筋に蓄積したセシウムの信号だ

東日本で初期被曝した人、毎日セシウムの空気を吸い、セシウムの水を飲み、ストロ

ンチウムの魚を食べてる人

チェルノブイリの経験では、そんな人は事故後五年目に全員１００％が循環器系疾患

を発症した

早い話、心筋梗塞を起こすんだよ！

amaちゃんださんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi · 4時間4時間前 
首都圏は郊外から住宅価格が崩落。千葉市で、2LDKで50平米弱。120万円。1200万円
ではない。35 年ローンで「月々 3543 円」。人口減少とともに空き家率は今後も高
まる。不動産価格の崩落はデフレを促進。縮み、空洞化する日本。http://biz-
journal.jp/2015/01/post_8513.html …

https://www.youtube.com/watch?v=A1PkR56lgZk
うみねこのなく頃に - 志方あきこ 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 36 分36 分前 
有名な甲状腺の病院に

福島大、長崎大、広島大、慈恵医大の医師たちが

増えだしたの見てると、これは、甲状腺医の731部隊化
計画だと思いますね。データを集めるが、

今までなら、当然細胞検査までしてくれたような

しこりや、膿疱があったとしても、患者が多いと切り捨てる

これが任務です。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1 時間1 時間前 
「白血病」と診断された患者数が、昨年の約7倍
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html …
国公立医師会病院の統計によると今年の4月から10月にかけ「白血病」と診断された患
者数が、昨年の約7倍にのぼったことが21日に判明
医師会長　原中勝征は、原発事故との因果関係は

不明と

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
白血病患者激増〜患者数が、昨年の約7倍〜福島、茨城、栃木、東京（wantonのブログ
）

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/341.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
米マサチューセッツのピリグリム原発、２０１９年６月までに稼働停止

「閉鎖決定は歓迎するが、ピリグリムはフクイチと同型の危険な旧式の原子炉で、シ

ビア・アクシデントに耐えられない

４年後の閉鎖ではフクシマ核惨事に二の舞に、直ちに廃炉を」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-c94a.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
米大統領補佐官が再処理に懸念・・その先に大間原発が存在

http://ooma.exblog.jp/21744650/

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
福島県郡山市の死者数は９．２％増（対２０１０年３－９月）

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1592.html …
十分すぎるほどの死者激増だが、それでも予測より小さすぎる

統計上の捏造を行っている疑いがある

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
看板だけだった「脱原発」 河野太郎行革相の“二枚舌”と“姑息” 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/166340 …

不正選挙監視団 @rigged_election · 4 時間4 時間前 
福一から毎日大量に放射性物質が供給されて 太平洋の放射性物質濃度が高くなること
はあっても、 下がることはないんだよ。漁協さん。　http://bit.ly/1diAH6r

cmk2wlさんがリツイート 
花の香りに気付ける地は良い @dnanoca · 7 時間7 時間前 
空気清浄機をずっと使ってて水式を導入するなら空気清浄機を止めちゃいましょう。

で、フィルターを捨てちゃいましょう。で、水式導入後に新しいフィルターで動かす

なりもう使わないなりを判断しましょう。あー、めっさいい空気。おやすみー。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：2015/10/16(金) 19:19 ID:XXXXXXXX
足裏の甲状腺のツボ押すととても痛い。治るかな思ってグリグリ押してみる。 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/655047230731124738/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
(2013/3)絶句！煙霧から高濃度放射能検出！
東京を覆った煙霧から、4362Bq/kgが検出された！
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cc7de84136249950b79616c10629aa0f …
当時は「中国の黄砂だ！」とか言われて騒がれていましたが、

結局のところ放射能砂埃が大量に舞い上がった光景だった

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
品川区内でも起きているチェルノブイリ事故・低線量被爆の症例

”ベラルーシの医師から直接聞いた”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8bd995d496dd3020211e87b6f059b99a …
低線量被ばくの症例

・関節痛

・突発的な疲労感

　→元気なのに、突然見舞われる症状

　　突然の眠気・突然の脱力

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
チェルノブイリ１０年後、イノシシ４０万Ｂｑ/kgに生態濃縮
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/edecbbe043f2b9b2aab02a2935682d87 …
福島第一原発事故３年後、イノシシ５０万Ｂｑ/kgに生態濃縮
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18aa2f9d881254e2edbb92fd1904dfea …

cmk2wlさんがリツイート 
Nerry @styhn00 · 14時間14時間前 
cmk2wl氏の水式空気清浄機の簡易版、昨夜作って自室で稼働。隙間だらけ木造なので
無駄か？と思っていたら鼻の通りや喉の痛みが軽減するなど効果アリ。玄関を出たら

いきなり喉に痛みが来るほど。

https://www.youtube.com/watch?v=Awjt_NXOMbQ
朱隠し - 志方あきこ 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 39分39分前 
人間辞めたくなかったら、

汚染地域の会社は辞めろ

自滅して、未来のある子供殺してるのは

東北、関東首都圏のチェルノブイリ超えてる

高濃度放射能汚染地域で

違法経済活動続けて、全国に汚染ばら撒いてる、

集団自殺する気のあなた自身だ！！！

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
この数ヶ月、毎朝のニュースを見ていて、紹介すべき重要ニュースが、どんどん少な

くなってゆくのを実感している

秘密保護法が末端にまで浸透し、国民が知る必要のある、批判を受ける可能性のあ

るニュースが、すべて隠蔽されるようになったのだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
ISとトルコは「360度違う」
http://www.afpbb.com/articles/-/3063347 …
つまり同じということを自白してしまった

amaちゃんださんがリツイート 
S·TAKASHIMA 1691 @S · 7時間7時間前 
@iwakamiyasumi【「国境なき医師団」は誤爆にあらず、米軍はあらかじめ熟知／ＡＰ
通信が報道】http://jp.sputniknews.com/middle_east/20151016/1040492.html …【国境
なき医師団：「タリバンがこの外傷センターを拠点にしていた」は全くの事実無根

】http://www.msf.or.jp/news/detail/voice_2513.html …

https://www.youtube.com/watch?v=KsUu_kUqCg0
志方あきこ (Shikata Akiko) - 花帰葬 

固定されたツイート 
Pray for the Nations @ST0NES · 8月25日 
@Plutokun_Bot 今にほんが大変なことになっているって、覚えてる？
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+TEPCO+OR+%E5%86%8D%E8%87%A8%E7%95%8C+OR+%23F1%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%87%A8%E7%95%8C%E7%88%86%E7%99%BA+OR+%23%E6%9D%B1%E9%9B%BB%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85+OR+%23%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E5%86%8D%E8%87%A8%E7%95%8C+OR+%E5%9C%B0%E4%B8%8B+OR+%E6%9A%B4%E8%B5%B0+OR+%E7%8F%BE%E5%A0%B4+OR+%E6%8B%98%E6%9D%9F+OR+%23%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0%E5%9F%BA%E6%BA%96src=realtime=default&f=tweets
… 

Pray for the Nations @ST0NES · 10月9日 
ごきげんよう。

さようなら。

またいつか逢いましょう。

おげんきで。

きょうここへ命あることに感謝。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 42分42分前 
オイ！ソ連でも、廃村にした地域が多くある、東北、関東首都圏で

まだ生活続けられると考えてる・・・

手遅れにならない様にね。

【もはや、東京は、人が住む場所ではない】三田茂医師

【いま選択 できる、将来悔やまないで済む状態というのは、もうその場所を離れる事
しかないです。】広河 隆一

https://www.youtube.com/watch?v=BYMEsmrcWSE
志方あきこ　「迷夢」 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月17日15:46
昨日は十分に休んだはずなのに異様睡魔。(∋_∈)
札幌は一見平常運行。

だけど何かがすごく変。…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月17日23:42
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
眠いのは、被曝による脳の異常ですよ。
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（10月18日）　バイト中番。４連勤の２日目点／激ネムで、あと、（精神的に）胃が
痛いんですよ…★／生きること以外に何も求めないリス。

http://85358.diarynote.jp/201510180821037859/

【抜毛症】髪の毛に溜まった有害物質キレート／普通じゃない世

界ができた／逃げようよ。まだ間に合う！

2015年10月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

5 S CRAFT COMPANY @satosspe · 10月16日 
5 S CRAFT COMPANYさんがリツイートしました ひろみ
2011.3.11福一事故後2011.11月からJTのタバコは被曝畑で作られた葉タバコを使用し
ている。

それ以降もJTのタバコを吸う愛煙家達の体内は必然的に内部被曝していると共に全国
の空気を煙から出る放射能で汚染している事を忘れるな

おはようございます。

０８：０８を１分すぎました。

バイト中番。４連勤の２日目点

もちべ皆無なので定番？のコレでも貼りましょうか…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
【怒りの声】最低賃金アップを求めて国民が都内をデモ行進！時給１５００円を要望

！「海外並みの引き上げを」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8404.html …

http://ma-04x.net/all.html
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＞このページは表示できません

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
ムーン @bosoboso34 · 45 分45 分前 
@k2cyan 罪もない生物を狂わせてしまった。
謝りかたがわからない。

宇宙天気ニュース @swnews · 1時間1時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C4.8 の小規模フレアとなり、X線強度は、10月18日06:59
JST (17日21:59 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 2時間2時間前 
[速報] C4.8 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、10月18日06:19 JST (17
日21:19 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 2 時間2 時間前 
[速報] M1.5 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、10月18日05:42 JST (17
日20:42 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 3 時間3 時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、10月18日05:23 JST (17
日20:23 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C8.6 の小規模フレアとなり、X線強度は、10月18日03:51
JST (17日18:51 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

AKIRA @AKIRA23150220 · 6時間6時間前 
脳のニューロン間の伝達はカルシウムイオンによって行われている。ストロンチウ

ム90の原子構造はカルシウムによく似ている為、カルシウムイオンと同化し易い。
前頭葉でストロンチウム90がβ崩壊しイットチウムになる時、突然の意識消失が起きる

。これが突然倒れる人が首都圏で増えている原因だ。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
Trichotillomania（抜毛症）で Googleトレンド検索

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
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マサチューセッツ

イリノイ

フロリダ

ジョージア

アメリカの、ほとんどの州で上昇しています。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
Googleトレンド検索　東京都
抜毛症

髪を抜く

毛を抜く

抜毛

爪を噛む

抜毛症は（トリコチロマニア）正常な毛を引き抜いてしまう性癖によって脱毛斑が出

現する精神疾患。爪噛みをして爪を食べることも。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 7時間7時間前 
安倍晋三って、アスペルガーじゃないか。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
水式を設置したメルマガ読者「2日間、数時間ずつまわしただけですが、色々とれてい
て驚きました。バケツ+扇風機とは威力が違います。提案して下さっている方法で家の
中の環境を整えて以来、外出した日に限って体調が悪くなるのがわかるようになりま

した。空気が大きかったようです。」

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 9時間9時間前 
古井丸 友宏さんがリツイートしました 【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】
すごいです、ほんとに、お香典がたいへん、、突然死が多い、 

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9時間9時間前 
"sae0606xxx: 電車乗ろうとしたら寝てる人いたなう。しかも起きてスマホいじってる
。たまに寝返り打ってる（笑）

※ここは家じゃない



※ここは家のソファーじゃない

※ここはベッドでもない "
#眠り病
普通じゃない世界ができた

https://twitter.com/sae0606xxx/status/655384549883408385/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[速報] C4.5 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、10月17日21:35 JST (17
日12:35 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 10月16日 
R　@kitahamamikiya 福島を忘れないで下さい。
でも、福島に来ないで下さい。

　福島を忘れないで下さい。

でも、福島のものを食べないで下さい。

皆さんが福島に観光にいらっしゃると 子供が逃げられなくなります。
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/490868603659378688/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=ygyKobDhDS0
進撃の巨人　紅蓮の弓矢　替え歌　希望の弓矢 

カラパイア @karapaia · 6 時間6 時間前 
【RT1300UP】 この親にしてこの子あり？蝶と蛾のお子さんと親御さんの比較画像（
昆虫注意） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52176654.html …

…時間があったら、ゆっくり観たい…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DOW1A37Wr_I
ワールズエンド・エルシャダイ -Full ver.- 【PV】

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
ナジム　ヒクメットの詩

生きることは笑いごとではない

https://twitter.com/sae0606xxx/status/655384549883408385/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/490868603659378688/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ygyKobDhDS0
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52176654.html
https://www.youtube.com/watch?v=DOW1A37Wr_I


あなたは大真面目に生きなくてはならない

たとえば

生きること以外に何も求めないリスのように

生きることを自分の職業にしなくてはいけない

http://dubian007.hateblo.jp/entry/20130623/1371964165 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
自分の背骨＝理念

http://ooma.exblog.jp/21747481/

…きりぎ・りす。ですが…

なにか？（＾＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=TT_sWZCeVwQ
イーノックが転げ落ちたようだが大丈夫か？ 

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 10月15日 
電車や駅での急病人。１日に20人以上。
800万人中の20人に過ぎないかも知れない。
でも、365日分で7300人。
これは決して少なくない。

それに、

周りの人たち10人以上が、
直接目にしているはず。

8万人の人たちに「気づく」可能性がある。
逃げようよ。まだ間に合う！

https://www.youtube.com/watch?v=eoVAVJQy8Lk
第8回MMD杯本選】MMDDFF【FF再現バトル] コメントつき

https://www.youtube.com/watch?v=og4ncx9O-YQ
【超カッコイイ】現代語訳般若心経が泣ける！ 

http://dubian007.hateblo.jp/entry/20130623/1371964165
http://ooma.exblog.jp/21747481/
https://www.youtube.com/watch?v=TT_sWZCeVwQ
https://www.youtube.com/watch?v=eoVAVJQy8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=og4ncx9O-YQ


…「超ツンデレ！みにさいず大魔王エル様♪」に、

「萌え」に逝ってきます〜…ｗｗｗ

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

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
【最遊記外伝】また会う日まで【MAD】

激ネムで、あと、

（精神的に）胃が痛いんですよ…★

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月18日23:43
cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
他でみることもできるけど、全国サムネイルが見れないと不便だね。

 

https://www.youtube.com/watch?v=wecTNLdgYFM
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


激眠い。(∋_∈)

（10月18日）　「急に決まって、海外へ行く。帰国は未定。（たぶん戻らない）」

http://85358.diarynote.jp/201510181417382964/

激眠い。(∋_∈)
2015年10月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

魔よけの定番、冥にゃん様々。

(^_^;)

激眠い。腎臓裏の背中の疼痛。

思考散漫。計画性崩壊。

…典型的な、被曝症状ですね…

…(・_・;)…

鳥取の地震こわ。(・_・;)

「急に決まって、海外へ行く。帰国は未定。（たぶん戻らない）」という挨拶を、

３日とあけずに受け取る時代に突入…

ヽ（・＿・；）ノ

…がんばれ！

…がんばれ…！

 
 

http://85358.diarynote.jp/201510181417382964/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510181417382964/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151018/85358_201510181417382964_1.jpg


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月18日14:42
降水確率０％だったはずの札幌は、現在フクイチ直送【膿霧】雲に、ジュウタン爆撃され中。

(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月18日23:05

cmk2wlさんがリツイート 
謎のパーマ @nazonopaama · 10月14日 
そんな我が家も只今『扇風機＋洗い桶』で水式真っ最中。

 

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


（10月18日）　原発事故直後にヘリからの注水の陣頭指揮を取った私の友人も亡くな
りました、

http://85358.diarynote.jp/201510182025011675/

札幌０.０３２μ／首都圏で脳細胞をやられ／脳梗塞で脳の機能停

止／西日本の人は死の灰を浴びる／職場内で感染爆発しそうです

。

2015年10月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
Pray for the Nations @ST0NES · 10月4日 
半年前でなく一年半が経過‥http://twitter.com/ST0NES/status/480516056138514432 
本当にそうなってきている。http://twitter.com/ST0NES/status/650491822590947328 
首都圏で脳細胞やられてしまってる。http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8F+%E8%84%B3%E7%B4%B0%E8%83%9E&src=realtime=default&f=tweets
…
まもなく多くの企業で欠員が増大。穴埋めが移民政策。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
yuki2040 @yukison2040 · 10月17日 
何度でも言う。

仮に非正規の最低賃金１５００円になったとする。それでも年収３００万にはいかな

いんだよ。で、日本の非正規率は約３８％(先進国ぶっちぎりの高さ)。２０代の半数が
非正規。そして非正規の半分は自分の給料だけでは自活できないと言っている。日本

成り立たないぞ　#最低賃金上げろ

なんとか無事帰投しました。

２２：３９。

札幌は１２．５℃。無風。

暖かいです…（＾＾；）…☆

精神状態はけして悪くないのですが、体調がけっこうぼろぼろ。

全身倦怠感と頭重感。

ついでに歯痛。（－－；）

AKIRA @AKIRA23150220 · 2 時間2 時間前 
AKIRAさんがリツイートしました みずき
東電福島第一原発事故から4年7ヶ月。
放射能被曝によって極端に免疫力が落ちています。

全てのウィルスに対する抵抗力が落ちています。

感染対策は、とても重要です。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
AMTTKＵZ @ruminako1952 · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201510182025011675/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151018/85358_201510182025011675_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151018/85358_201510182025011675_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151018/85358_201510182025011675_3.jpg
http://twitter.com/ST0NES/status/480516056138514432
http://twitter.com/ST0NES/status/650491822590947328
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8F+%E8%84%B3%E7%B4%B0%E8%83%9E&src=realtime=default&f=tweets


@sipersonabuena そうそう、３１１以前は１００Bq/kgでドラム缶に入れ、放射性廃
棄物として厳重に管理していたのに、今では食べ物が100Bq/kgでもスーパーに並んで
いて、それらを食べていますものね。

もう、何が何だかわかりません。　

@k2cyan

AKIRAさんがリツイート 
War Is Over @kenshimada · 5時間5時間前 
どんな病気でも放射能のせいにするとバカにする輩が多いが、放射能はミトコンドリ

アの細胞膜を破壊するので、免疫力の低下により、あらゆる病気に罹患する確率が高

くなる。　http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html …

どうも、被曝対策（制ガン）で、熱が出るらしい…
…（－－；）…。

もはや宇宙にいく元気もないので、とにかく、情報チェックだけして、さっさと寝ちゃいます…
★

https://www.youtube.com/watch?v=aRnHWzFYGm8
Saiyuki - Open Up Your Mind 

…あれ…？

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月18日（日）【当日】
01:00 0.041 0.040 0.040 6 
02:00 0.041 0.040 0.040 6 
03:00 0.040 0.040 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.040 6 
08:00 0.040 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 0.040 0.039 0.040 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 0.040 0.039 0.040 6 
15:00 0.041 0.039 0.040 6 
16:00 0.044 0.042 0.043 6 
17:00 0.045 0.042 0.044 6 
18:00 0.043 0.041 0.042 6 
19:00 0.041 0.040 0.041 6 
20:00 0.041 0.040 0.040 6 
21:00 0.041 0.040 0.040 6 
22:00 
23:00 
24:00

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html
https://www.youtube.com/watch?v=aRnHWzFYGm8
https://www.youtube.com/watch?v=UtpOFj9aJZs


https://www.youtube.com/watch?v=UtpOFj9aJZs
Motivation Music 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
４年

７カ月

被曝続けて

体は、「限界」

福島原発は

昨日

から

再び「再臨界」

amaちゃんださんがリツイート 
土佐の酔鯨 @tosasuigei · 6時間6時間前 
アメリカの民間刑務所会社GEOグループが移民の足首にGPS監視装置を取り付けて移
民の行動を常時監視している。こんなことが許されるアメリカの現実はとっくにSF映
画を超えてもはやシュールレアリズムの世界だ。こんな国に植民地支配されている日

本の将来はいったいどうなるのか。本当に心配だ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
あなた、研究されたいの？

higa0818 山下俊一の人体実験宣言、驚愕の言葉 
『被験者は、２００万人の福島県民全員です。 
科学界に記録を打ち立てる大規模な研究になります。』 
（ドイツのシュピーゲル誌のインタビュー）

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 7時間7時間前 
古井丸 友宏さんがリツイートしました 【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】
今は２０１５年１０月。到達し各浄水場のフィルター汚物は公表出来ない程の放射能

汚染状態。浄化した水道水でも、シャワーやお風呂の水でも、線量は311前の１０倍以
上に上がっています。 

AKIRAさんがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera · 8時間8時間前 
#内部被ばく #晩発性障害　白血病の症状は白血球減少だけではない…眼底出血に伴う
視力障害があれば検査を受けて。私も311原発震災発生時、東京で被ばくした1人です
以降、眼球と喉の痛み出血、鼻血、中耳炎、糖尿病、激しい咳とタンを伴う呼吸器

疾患、ブラブラ病症状、集中力記憶力の低下など…

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
乾燥期に入り、放射能汚染された土壌が乾燥し風で舞い上がる。

これを、吸い込む事で内部被曝をする。

さらなる内部被曝で免疫力が落ちたところに、冬の寒さと、

インフルエンザウィルス、ノロウィルスと云った、毎年恒例のウィルスが追打ちをか

ける事で、

今年の冬は、大量に急病人が発生する。

AKIRAさんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 9時間9時間前 
まあ、ものすんごい国だよねぇ。あの乳癌の芸能人だって、いまだに魚介類バリバリ



食べてるし。うちの安全厨の夫も、コンビニで自分の分だけあさりスパゲッティ買っ

てきて食べてるし。で、昨日から体調不良で寝込んでるし。もはや手遅れ。

AKIRAさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 10時間10時間前 
古井丸 友宏さんがリツイートしました 【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】
こうやって放射線量の高い環境へシフトしていくと多くの人が病気になり死んでいき

ます。奇形臓器も増えます。生殖器や心臓循環器の奇形は既にたくさん。脳神経、中

枢神経異常、睡眠障害もどんどん増えています。すべて霞ヶ関の政府の責任ですね。 

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
リアルタイムのアメダスでみても、風は予報通りに進行しています。

西日本の人はこの風で死の灰を浴びることになります。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12 時間12 時間前 
やはり北九州で地震が起こりだしてる。

10月18日10時36分：震源地（大分県北部　マグニチュード3.6　深さ115.7km） 
15日から西日本の各地で起ってる地震や鳥取県の群発地震は、ユーラシアプレート内
の地震。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【地震情報 2015年10月18日】
09時47分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地
震の規模はM4.4、最大震度3を青森県で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。 
https://twitter.com/UN_NERV/status/655546917758173188/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
佳留丸 @Karumaruex · 15時間15時間前 
@takaryanryan ウィルス性胃腸炎って感染症指定されてるので普通は医師の許可が下
りるまでは出勤停止（本人の意思に関わらず出勤禁止）の筈なんですけどね…職場内
で感染爆発しそうです。お大事にです

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 15時間15時間前 
"sikireve: なんか後の席にいた人、奥さんが倒れたみたいなんだけど
脳梗塞で間に合わなくて脳の機能停止したらしい、、、

まったくの他人だが重い報告が微かに聞こえてきた"
#死亡線

AKIRAさんがリツイート 
みなと@チーム8 @swallow_go8 · 23時間23時間前 
この時間だといろんな人が駅にいるなw
寝てるわ倒れてるわ…w

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
マツコマツ @matmatizi · 10月17日 
@cmk2wl 苫小牧では製紙工場が瓦礫を燃やしていましたね。

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10月17日

"busyu3208: 鎌倉で２３人が食中毒　ノロウイルス検出（カナロコ by 神奈川新聞） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150614-

https://twitter.com/UN_NERV/status/655546917758173188/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150614-


＞腹痛の原因。

クラスメイトで生しらす丼食べた人ほとんど腹壊してる。

中には嘔吐で休んでる人いるし

#神奈川線

…嗚呼！しらす丼…。

懐かしい、美味しい、相模湾の、しらす丼…。

さようなら、永遠に。故郷、かながわ…

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
「♬東京へは　もう何度も・・・・」

　行けるか！！！！！

800ベクレルの放射線管理区域に
行だけで、本来逮捕や！！！！！

だいたい多くの街は、ソ連の甘い基準でも

廃村レベルや！！！！！！

横浜市なら、ソ連はブルで埋めた街や！

https://www.youtube.com/watch?v=UijT7UK1Bj4
KOKIA / 孤独な生きもの【OTO NO TABI BITO #20】

AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月17日 
また再臨界がはじまったようです。

濃霧注意報　最終発表時刻：2015-10-17 21:21
海上濃霧警報　2015年 17日17時40分 

AKIRAさんがリツイート 
chicken @tikiriotoko · 10月17日 
３日に一回くらい電車内で気絶して直立状態から自由落下する人見かける。

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10月17日 
"kaizokuoji: 新宿駅人が倒れててAED用意してた。"
10162119
#死亡線
#真実線
急病じゃない

死人だ

流れが変わっていく

汚染地区らしい日常です80

AKIRAさんがリツイート 
ヒロム @hiromu_bkzr · 10月16日 
仙台駅怖い。。。

また人が倒れてたよ。

前の研修でも倒れてる人

https://www.youtube.com/watch?v=UijT7UK1Bj4


見たぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=oPFoARi4wiI
EXEC_REBIRTHIA=PROTOCOL/. KOKIA 

neko-aiiさんがリツイート 
MINEO Ryohei @MINEO_MAMEBOOKS · 10月10日 
2015年10月、つまり最近、
英デイリーメールに掲載された記事です。

4年が経った「福島」の写真がをたくさん掲載。
その風景、その光景に言葉が出てきません。

※映像もあります

http://dailym.ai/1KZVEA1 
https://twitter.com/MINEO_MAMEBOOKS/status/652768685552046080/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=mZRx0lq3few
KOKIA - For little tail 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2013年12月03日 
原発事故直後の米軍機の測定でも

３０ｋｍは何処も１２６ｍＳｖ／ｈ

大使館から外務省にメールが届き

直ぐに避難・・外務省はひねり潰した。

これは１０万ページの議事録

（日米の電話の記録が秒刻みで文字起こし）

がネット公開されています。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"E_Yoshimi 2013年7月9日
原発事故直後にヘリからの

注水の陣頭指揮を取った私の友人も

吉田元所長が亡くなる前日

亡くなりました

癌が発見されたのが5月
あまりにもあっという間の出来事

名も無き英雄がどれだけ沢山いるか

決して忘れてはいけないと思います。合掌"

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】 

https://www.youtube.com/watch?v=B2HrJ7EYFLk
KOKIA / 世界の終わりに 【infinity tour #12】

https://www.youtube.com/watch?v=oPFoARi4wiI
http://dailym.ai/1KZVEA1
https://twitter.com/MINEO_MAMEBOOKS/status/652768685552046080/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=mZRx0lq3few
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
https://www.youtube.com/watch?v=B2HrJ7EYFLk


（10月19日）　「典型的な被曝症状」であるところの腎臓裏の疼痛（痛怠い★）がこ
こ数日ずっと続いていて、４連勤３日目のモチベは下がりまくりなのですが、

http://85358.diarynote.jp/201510190832263291/

吸い込んだセシウムが／心筋梗塞や脳梗塞の原因となる／子供の

原発作業員／子供と妻は、移住させなさい！

2015年10月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
子供は放射能汚染に気がついている。

放射能汚染を感じている。

放射能汚染の危険性を理解している。

あなたの愚鈍さが、子供を不幸にしていないだろうか。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2 時間2 時間前 
詰まったゴミ吸いこんでると

脳は、逆に隙間が空いてくる

https://www.youtube.com/watch?v=IQnpVYbAQio
School’s Out - Captain Jack 

おはようございます。

７：５３を見ました。

幸先いいですね♪

　o（＾ｗ＾）o

どうにも元気が出ない朝は、このＣＤに限ります。

（朝っぱら（出勤前）から、「夏休みだ〜ッ！」の唄…ｗｗｗ）

http://85358.diarynote.jp/201510190832263291/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510190832263291/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151019/85358_201510190832263291_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151019/85358_201510190832263291_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151019/85358_201510190832263291_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IQnpVYbAQio


「典型的な被曝症状」であるところの腎臓裏の疼痛（痛怠い★）がここ数日ずっと続いていて、

４連勤３日目のモチベは下がりまくりなのですが、

間脳さんからの報告は、やっぱり、

「大丈夫！順調に作業厨！」なので…

…（＾＾；）…

「不可能を可能にしちゃう」自分自身の頂上…もとい…超常な潜在能力を信じて、間脳さん脊髄
神経系さん免疫系さん…etc.、副官？さんたちに任せることにします…

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
福島第一原発汚染水（10月3週）—港湾内海水から過去最高の全ベータ—
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1594.html …

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT400UP】 切っても切っても自己修復する。すごい再生能力を持った自己修復ポ
リマー「ターミネーター」が開発される（スペイン研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52140924.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/655819423069003780/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=8JBlOKdXN1o
BC 46 - Kalinka (Russian Hit Mix) 

…地震、鳥取もすごいけど、トンガも揺れ揺れだね…Ｍ６Ｍ５の連発…

https://www.youtube.com/watch?v=YF4VTULksCA
BC 50 - Nessaja 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
鳥取県の群発地震

10月15日09時〜10月19日03時までの気象庁が発表してる有感地震。（赤枠時間帯：震
度1が6回、震度2が2回、震度4が3回）

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1594.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52140924.html
https://twitter.com/karapaia/status/655819423069003780/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=8JBlOKdXN1o
https://www.youtube.com/watch?v=YF4VTULksCA


他にも身体に感じない気象庁未発表の地震が、まだ収まっていない状態。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
鳥取の群発地震

この震源は2005年から約5回の有感地震だったのに、2015年10月15日以降、連続で11
回の有感地震

19日1時29分：マグニチュード2.8
18日22時52分：マグニチュード2.4
（別震源・18日：大阪）

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
フクイチ垂れ流し放射能汚染水

波しぶき、海洋エアロゾルにより、フクイチから２００キロ圏内で、海岸線から内

陸へ、少なくとも１６キロの奥行きで、沿岸部を放射能で再汚染する

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/tim-deere-jones.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
平均の20〜50倍！「福島の子供にがん急増」の客観的データが学会で報告されるも政
府とメディアが完全黙殺

http://lite-ra.com/2015/10/post-1598.html …
白血病が事故前の7倍もウソ　実際は他の癌と同比率だから２０〜50倍になっている
政府自治体は白血病を統計から排除してしまった

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
無精子「だいたい４０％の鳥が全く無精子状態であった」ティモシー・ムソー教授＜

福島とチェルノブイリの野生生物・３＞9/22第5回 市民科学者国際会議
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4382.html …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
えりりん@eririn_527 · 4時間4時間前 
@k2cyan @susanou666 @hirominkok 
これね、これ！

ラウンドアップと書いて猛毒と読みまする♪ 
https://twitter.com/eririn_527/status/655821066938421248/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
東京で、働くことは、原発作業員並に危険だ

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/tim-deere-jones.html#more
http://lite-ra.com/2015/10/post-1598.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4382.html
https://twitter.com/eririn_527/status/655821066938421248/photo/1


勿論、学校に通ってる子供たちは

子供の原発作業員と言っていいだろう。

そろそろ、本気出せよ！！！！！

東京の阿呆ども！！！！！！！！

自殺願望があるのか？？？？！

それとも、白雉なのか？？？？！

4年7カ月経って、東京に人が住めない事無視

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7 時間7 時間前 
アテロームというのは、コレステロール（脂質）やカルシウムや細胞の死骸などで構

成された、動脈血管内の蓄積物のことのようです。

一般的には「コレステロールが溜まる」とかの言い方をしますね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7時間7時間前 
吸い込んだセシウムが放射線を発射しながら血管の中を流れるとどうなるか。

血管の内側の壁が次々破壊される。すると、血管壁の中からアテロームという粥状の

脂肪が浸出し、これが心筋梗塞や脳梗塞の原因となる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7時間7時間前 
心臓と脳 
新陳代謝しないから毒が溜まる 
毒はどんどんそこで細胞を痛めまくる 
あとは分かるな？

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
被曝者手帳どころか、

危険手当

もなしの

東京のサラリーマンたちに告ぐ

直ちに東京から、避難しなさい！！！

自分が、会社で自滅するのなら

子供と妻は、移住させなさい！！！！

このままズルズル東京に居れば300％病気ですよ！！！！ 



【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 8時間8時間前 
こんなニュースも。

「母乳バンク」実現に動き出した医療現場 
http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2013/12/1221.html …
『去年（2012年）、生まれた赤ちゃんのうち、およそ10人に1人、10万人近くが低出
生体重児』

チェルノブイリも放射能汚染地域では新生児の43％以上が低体重児。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 8時間8時間前 
「自分は元作業員で当時はフクイチに入ってました。確かに地震で壊れてから津波が

来ました。」「あれはただの霧じゃ無いですよ。デブリに水が反応した放射性物質の

噴霧器だと思ってもらったほうが良いです。浜辺の霧も同成分です」 
http://open.mixi.jp/user/110966/diary/1945050945 …

特務機関NERV @UN_NERV · 8 時間8 時間前 
【つくば市ケーブルテレビに障害】（続き）

ACCSによりますと、地上デジタル放送が受信しにくくなっている原因は、茨城県県南
地区においてフェージングとよばれる自然現象によるものだということです。

ACCSでは、フェージングによる影響が解消されるのを待つよう呼びかけています。

AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8 @million_Gods · 8時間8時間前 
カツオの回遊ルートを調べてみなさい。昆布の主要産地を調べてみなさい。ワカメの

主要産地を調べてみなさい。

とある移住準備者 @iju_junbi · 9 時間9 時間前 
『「助けて」と言える国へ』って・・・・

この方、福一事故から北九州へ避難された人の瓦礫焼却を止めて欲しい(協力して欲
しい)という「助けて」の声をスルーした人ですよね-_-)。
http://ameblo.jp/kitakyu-mamoru/entry-11988448382.html … (再々掲
@x_pq_x @yaginuma_san

https://www.youtube.com/watch?v=f6FZwrc0RIU
BC 50 - More (B&W Edit)/Rolling in the Deep (Technoposse Remix) 

http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2013/12/1221.html
http://open.mixi.jp/user/110966/diary/1945050945
http://ameblo.jp/kitakyu-mamoru/entry-11988448382.html
https://www.youtube.com/watch?v=f6FZwrc0RIU


amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
知らないうちに被ばくせよ？全国サムネイルが表示されなくなってもう三日　戦争

法案・原発再稼働と合鍵パンティ？

http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/152.html …

固定されたツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2013年11月1日 
京都大学：小出氏　「β核種の汚染水漏れに関して。８千万ベクレルのストロンチウム

が３００トン漏れたら計２４兆ベクレルです。たった１つのタンクから原爆の時と、

さほど変わらない濃度のストロンチウム９０が地下に流れた。これは大変深刻なこと

です：http://www.youtube.com/watch?v=HHeAYs-mCCQ …

https://www.youtube.com/watch?v=czr6I9oJFDw
BC 50 - Frozen
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月19日8:40
どうにもＰＣとＤＮが不安定だ…★
 
 

http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/152.html
http://www.youtube.com/watch?v=HHeAYs-mCCQ
https://www.youtube.com/watch?v=czr6I9oJFDw
http://85358.diarynote.jp/
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（10月19日）　この体調で残業４５分とかマジ勘弁。(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201510191015302026/

空気清涼♪ o(^-^)o
2015年10月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

気力を奮い起こして立っているのもやっとな全身倦怠感。

(∋_∈)

被曝カナリア（過敏症）体質の私でも、

札幌だから、まだこれで済んでる。┐(’〜`；)┌

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
福島県双葉町，宮城県丸森町両地区で有意に多かったのは

『体がだるい，頭痛，めまい，目のかすみ，鼻血，吐き気，疲れやすい』などの症状

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1e34c7ceb846ed4ee19e037c70c2c365 …

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月19日16:20
制ガン発熱中。

世界がめ舞いでぐ〜るぐ〜らと回ってます…ヽ（・＿・；）ノ

だというのに電話が５時間鳴りっぱなし。(-"-;)

アルパカさんに心配してもらったから、まぁ赦す…(^_^;)…

http://85358.diarynote.jp/201510191015302026/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201510191015302026/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151019/85358_201510191015302026_1.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1e34c7ceb846ed4ee19e037c70c2c365
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月19日20:58
この体調で残業４５分とかマジ勘弁。(∋_∈)

大魔王サマのニヤ顔が謎…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月19日23:22

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
花の香りに気付ける地は良い @dnanoca · 6時間6時間前 
寝ている時間は回復の時間。空気がめっさきれいな方が良い。なぜ？体の負担を減らしてあげれ

ば回復に集中できるでしょ。風邪だってさ、「もう変なの入れないでー、それどころじゃな

いよー」って体が言うでしょ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日0:38
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
移住しない？？【三田茂医師の印象的な言葉】15.5.17那覇
９０〜９５％が移住によって健康状態が改善 している
個人差があり すぐよくなる半年後よくなるよくなって
しばらくしてまた悪くなる 等 色々なパターンがみられる
被ばく者になってしまった以上、経過を見続けることが重要.
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（10月20日）　バイトは遅番。

http://85358.diarynote.jp/201510200801146890/

おはようございます。

2015年10月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
　

写真と本文は関係ありません。

(^_^;)

肉と野菜をしっかり食べて、

ぬくぬくのお布団で暖かくして

たっぷり熟睡したら、

あたりまえですが

体調はかなり良くなりました。

o(^-^)o

肝臓の腫れがひいて

肋骨がへっこみました。(^_^)v

胃のうしろ（膵臓）の

イガイガ（ガン細胞？）とか、

リンパ腺の目詰まりとか、

体温上げたら熱くなって、

一気に溶けて流れました。

(‾ー+‾)ニヤリ

さすが私！

…の超強力超常免疫系！(^o^)／

…家事やって来ます…

http://85358.diarynote.jp/201510200801146890/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510200801146890/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151020/85358_201510200801146890_1.jpg


外は雨。札幌１０℃。

バイトは遅番。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日8:15
０や１なワヤアナ08時15分。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日9:57
地震が多過ぎるし、

台風の動きが遅すぎるし、

とにかくありとあらゆる事態が異常。(∋_∈)

札幌は線量０.０６１μの

ベクレ雨。(ToT)

…キリがない…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日11:22
雨はやんだので結局チャリ通。

(^_^;)

空気はあまりよくありません。

(∋_∈)

向精神作用のある？

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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化学物質が混じってる。

情緒不安定ぎみ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日16:19
顔面チックが出てたので、空気に光化学スモック様の汚染物質が混ざっているのは確かです。

(-_-#)

そして視力が低下…(∋_∈)

そして今日はアルパカさんが居なかった…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日16:37
被曝労災認定！(‾ー+‾)！
ツタヤ図書館ボイコット！(^O^)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日0:19
…みんないろいろぶっこわれつつあって笑えるな〜…☆

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
「社畜」だとも、理解していない

家族の移住妨げる、馬鹿で無能で無知なオヤジたちは

カマキリのオスの爪の垢でも煎じて飲んで頂きたいものです。

家族護るのが、男だと言うのら、生命保険に加入して

福島で、田植えのバイトでもやればいい。

家族が、喜びますよ！！！（笑）

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
【旧ソビエト政府】は、25年前のチェルノブイリ原発事故で、被災地　プリピャチ市民を、1200

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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台のバスで、36時間で、全員避難させた。日本の東京にあたるウクライナの首都キエフからも、
子供は、避難させた。福島では、4年17ヶ月経つ今でも住民が【日本政府の策略】で、居住させら
れている。

 



帰宅。(^。^;)

（10月20日）　遅番（２１時あがり）なのに、さらに残業なんてムリ過ぎ！★

http://85358.diarynote.jp/201510202212294008/

帰宅。(^。^;)
2015年10月20日 就職・転職 コメント (5)
遅番（２１時あがり）なのに、

さらに残業なんてムリ過ぎ！★

(`ヘ´)

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月20日（火）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 0.041 0.039 0.040 6 
07:00 0.052 0.044 0.047 6 
08:00 0.061 0.056 0.059 6 
09:00 0.061 0.056 0.059 6 
10:00 0.056 0.047 0.052 6 
11:00 0.046 0.041 0.043 6 
12:00 0.041 0.039 0.040 6 
13:00 0.052 0.043 0.047 6 
14:00 0.056 0.046 0.049 6 
15:00 0.061 0.058 0.059 6 
16:00 0.061 0.048 0.054 6 
17:00 0.046 0.041 0.044 6 
18:00 0.041 0.040 0.040 6 
19:00 0.040 0.039 0.039 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 

http://85358.diarynote.jp/201510202212294008/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151020/85358_201510202212294008_1.jpg


21:00 0.040 0.039 0.039 6 
22:00 
23:00 
24:00

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日22:22
ハヤシライスは

イマイチだった…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日15:34
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
マンション傾斜　謝罪会見　核心「調査待ち」何度も

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151021-00000066-san-soci …

この問題の本質は、社員の待遇を改悪し、その場限りの臨時雇用、派遣社員ばかりにして、企業

に対する連帯感、忠誠を廃止した企業側の拝金ゾンビ思想の結果、まったく必然に起きたものだ

った

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月26日0:58
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
宇宙人ぶー　 @Bu_uuu · 10月24日 
根本的な問題は、君が何かを買うときお金で買っているわけではない。そのお金を得るために使

った「時間」で買っているのだよ…　https://www.youtube.com/watch?v=GIJk2R9Wsog …　ムヒ
カ大統領インタビュー

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

2015年10月27日8:08
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
働いてられるほどの

安全は、日本に無い

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月29日0:31

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 10月27日 
あとさ、これかなーり疑問に思ったんだけど他部署から何か質問が飛んできて伝言しただけなの

に「変な質問するな」なんてキレる社員、なんなの？内容見たけど全然変じゃなかったし。変な

のは質問されたぐらいですぐキレるお前だ！って思った。ああ、ほんとやだ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
仕事に没頭すればするほど

現実は見えないどころか

国の罠にはまって

病気にされますよ
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（10月20日）　鳥取県中部地震の震源図。驚愕の事実。

鳥取県中部地震の震源図。驚愕の事実。

2015年10月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

 
…へろへろになりながらなんとか無事故で帰宅。
（＾＾；）

札幌の外気温９℃。

無暖房で室温１４℃。

情報チェックだけして、ちゃっちゃと寝ちゃいます〜っ★

https://www.youtube.com/watch?v=VzB8xC_CwH8
Il Divo - Hallelujah (Alelujah)

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.6】北海道南西沖 深さ164.0km 2015/10/20 20:26:53
(G)http://j.mp/1NSeu00 (アニメ)http://j.mp/1NSevky

さて？泊や大間ヌケ原発との、位置関係は…？？

https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
最遊記外伝〜Ta-lila〜僕を見つけて

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
さっきの10月20日 18時29分に発生した地震の震源地（小笠原諸島西方沖：M5.7：深
さ280km） は、2015年5月30日に発生した（小笠原諸島西方沖：マグニチュード8.5　
震度5強：深さ590km）の巨大地震と同じ震源域
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656409478695268353/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 

http://85358.diarynote.jp/201510210024488484/
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http://j.mp/1NSevky
https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656409478695268353/photo/1


さっきの（小笠原諸島西方沖：M5.7）の地震の約1時間前の20日17時36分に、3.11巨
大地震のアウターライズ震源域（岩手県に近い三陸沖のプレート境界）でも、やや大

きな地震が起ってるけど、震度計が反応せず、気象庁はスルーしてる

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
今年の冬は猛烈な異常気象になる恐れ！海水温が平年の値よりも変化！NASA「少なく
とも普通の冬ではない」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8419.html …

amaちゃんださんがリツイート 
とるんこ @namazukinamazu · 10月19日 
驚愕の事実。

添付画像は直近一週間（一昨日までのデータ）の鳥取県中部地震の震源図。

何かが引っかかっていたので調べた。

見事に緯度経度が直線を描いている。

続く…。
torunko 
https://twitter.com/namazukinamazu/status/656024645435416577/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=2Zp6ml5bxzA
EXEC_COSMOFLIPS/. KOKIA
 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8419.html
https://twitter.com/namazukinamazu/status/656024645435416577/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=2Zp6ml5bxzA


朝。

（10月21日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201510210743391584/

朝。

2015年10月21日 日常 コメント (1)
　

おはようございます。

07時43分です。
ネットの反応が変に遅いです。

札幌は晴天無風。気温９℃。

バイトは休み。

予定は家事と買い出し。

たぶん今日は何かデカイことが起きる（起きてる）でしょう。

(-"-;)

もういちいち知らんわ★

…出羽。
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日13:56
…あ、これか…。

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M7.3】VANUATU 116.9km 2015/10/21 06:52:01JST, 2015/10/20 21:52:01UTC
(G)http://j.mp/1knllSz (USGS)http://j.mp/1OGSzsF
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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http://85358.diarynote.jp/201510211322092789/

de la きゅ〜と…♪　 (^-^)g
2015年10月21日 日常
「こんにちは」タイムになりました。

１３：０９です。（＾＾；）

画像は先日ダイソーで見つけて一目惚れ（笑）して買ってきた、仔ホーキ…。

　（＾◇＾；）

探していたものよりかなり小さくて、実際は使い物になりそうになく、

ただの観賞用オモチャ（インテリア？）と化しそうな予感が…ｗｗｗｗ

家事はあまり進捗しませんでしたが、

洗髪と入浴と洗濯１．５回戦までして、

東西の窓辺満載に洗濯もの干して、

溜め込んでいたちょこまかしたカタヅケものと繕いものして、

常用カバン（リュック）の中身だして埃はたいて…

あと、ストーブの作動確認。

東側の窓からサイドデスクの上までは、何となく気分がすっきりしました…♪

（そして二度寝もむさぼりました…←家事が「はかどらなかった」原因…☆）

さて。（＾＾；）

音楽。ていうかＰＣ画面と机の上を、整理しますか…☆

（…次項に続く…＞）

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】

http://85358.diarynote.jp/201510211322092789/
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地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月21日（水）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.039 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6 
10:00 0.039 0.039 0.039 6 
11:00 0.040 0.039 0.039 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 

 



（10月23日）　バイトは中番。あともう時間がありませんね…☆

http://85358.diarynote.jp/201510230858528976/

50年後には日本は地上から消えている。
2015年10月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

おはようございます♪

０８：０８を見ながらＰＣ起こしたんですけど、現在はすでに０８：３３です。

昨夜は１９時半頃には帰って来て、ちょっと１時間くらいのつもりで２０：００から寝床に入っ

たら、結局まったく起きられず…（目覚ましを止めた記憶だけはある（＾＾；）…

朝まで１０時間、じつに気持ちよく！

爆睡してました…☆

…てことで、緊急に気持ちよく目を醒まさなきゃ…！となったら、

やっぱりコレですかね…♪
https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

ぃや、すごいわ。北大植物園…！

！（＠◇＠：）！

http://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/

駅から徒歩１０分もしない距離に、樹齢１００年２００年の大木が、

ごろごろ生えてるの…！！！

すごかった…！

http://85358.diarynote.jp/201510230858528976/
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フィトンチッド！

ひさしぶ〜りの！森林浴…！！

（いわゆる「見ごろ」のシーズンは完全にはずしてたけど…！）
（でも！今シーズン最後のぎりぎりで！観れてよかった…！！）

！（＾＾）！！（＾＾）！！（＾＾）！

…さて…（＾＾；）…

札幌は夜明けの気温５度。

晴天無風。線量、低し♪

バイトは中番。あともう時間がありませんね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=fLFgbR7A-2g
Yanni, Violin vs Saxophone HD 

リチャード・コシミズ @ric_koshimizu · 34 分34 分前 
「メルトダウンしていないというなら、なぜ、福一周辺の放射線量が高いのか？理解

できない。」 「メルトダウンしていないというなら、なぜ、福一周辺の放射線量が高
いのか #seiji #keizai #ニュース
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201510/article_137.html …
https://t.co/O24k2mljoK
https://t.co/O24k2mljoK

kenji @buick54aki · 1 時間1 時間前 
使用済み核燃料が過熱して溶けてプールの底にたまり「臨界」に至って「フレッシュ

な放射性物質の放出を一定期間に亘って続ける恐れを指摘している。

http://goo.gl/Pzi3RR 
急病人

フクイチ

福島

被曝

https://www.youtube.com/watch?v=fLFgbR7A-2g
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201510/article_137.html
https://t.co/O24k2mljoK
https://t.co/O24k2mljoK
http://goo.gl/Pzi3RR


放射能

トリチウム

中性子線

ストロンチウム

ウラン235
https://t.co/LoKcUaXUHw

四国直送野菜便 @deepsouthkaifu · 2時間2時間前 
朝陽です．ここ３日、晴れますが、遠望にもやがかかってます．

この近隣には重工業区域も皆無ですが、PM２、５の数値がかなり高く体感もあります
．

それとも、福一からの風の回り込み？どちらにせよ、空気が澄んでないです！

では、畑仕事に向かいます．

うさパラ☆ちっぽけ活動　続けます♩ @usagidenpa · 8時間8時間前 
福一の事故が起きたのに、まだ収束も出来ていないのに、誰一人として未だ責任をと

っていないのに、被害者の方達は補償は十分でないのに、故郷と家と土地を捨てなけ

ればいけない事態が起きてるのに、こども達の甲状腺ガンが増えているのに、何故、

どうして、再稼働したいと思うの？ @tim1134

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
なんかあったら、この町長に全責任をとってもらった方がいい。

福島がどんな状態になっていて、これから先、半永久的に廃炉ができない状態で、海

にも汚染水が半永久的に流れる。こんな状態なのに「自分たちには無関係。良いよ」

と言った人にね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657173021774385153

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
放射線の皮膚への影響を Googleトレンド検索　大阪府
紅斑

発赤

色素沈着

皮膚　黒い

皮膚　炎症

大阪が安全圏にないとわかります。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/657214046974840833/photo/1

https://t.co/LoKcUaXUHw
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657173021774385153
https://twitter.com/cmk2wl/status/657214046974840833/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
四国地方の小学校では、定期的に津波の避難訓練をしてるみたいだけど、実際に四国

に住んでる人とか「いかに南海トラフ地震が危険なのか？」を知らない人もいるみた

いだけど、南海トラフ巨大地震が起った場合、津波の高さは（約20m）という試算を国
はネット公表してる。よく見ておいた方が良いです

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
西日本から九州〜沖縄にかけて地震が多くなってるのは「フィリピン海プレート」

が「南海トラフ巨大地震の震源域」のプレート境界部に「沈み込む圧力」より、ユー

ラシアプレート上の西日本で地震が多くなってるとされてるのは、至って科学的なこ

と

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657188914701078528/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
なぜ、今、日本で最も危険な地域で原発を再稼働させてるのか？意味がわからない。

こないだ再稼働した「九州：川内原発」は、火山噴火と南海トラフ巨大地震が危険

だし、伊方原発も「中央構造線断層の真上の原発」であり、南海トラフ巨大地震の前

兆は「西日本内陸部で地震が多くなった後」←平気なの？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今日夕方のNHKの報道によると
「愛媛県の伊方原発3号機、町長が再稼働を容認」したようです
。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151022/k10010279031000.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657173021774385153/photo/1

matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 11時間11時間前 
福一で汚染された首都圏、更に危険なモノが近くに有った！原子力空母レーガンだ。

『横須賀原子力空母「原子炉の過酷な訓練」に「放射性物質排出」』

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308671&g=132108 … 
https://twitter.com/matu923/status/657173456920838144/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「没落してゆく民族がまず最初に失うものは、節度である。」

アーダルベルト・シュティフター

cmk2wlさんがリツイート 
summodiscrimine @summodiscrimine · 16時間16時間前 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657188914701078528/photo/1
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151022/k10010279031000.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657173021774385153/photo/1
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308671&g=132108
https://twitter.com/matu923/status/657173456920838144/photo/1


50年後には日本は地上から消えているのではないかとすら警告し…。顔つきは日本人
…しかし知能、あるいは運動能力、寿命、そういうものでいうと今の日本人とは全
く違った状況が50年後には起こる可能性を示唆する数値、データであると危惧し…
http://www.kagawa-u.ac.jp/setouchi/index-20111019-1.html …

https://www.youtube.com/watch?v=ILfBqOhAxCY
Yanni - World Dance (HD) 

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月22日 15:17】
北海道地方は、２５日から２６日にかけて日本海側やオホーツク海側を中心に雪が

降り、平地でも積雪状態となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に注意

してください。

https://www.youtube.com/watch?v=SF06466MdIc&list=RDILfBqOhAxCY
Yanni - For All Seasons (HD) 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月23日15:52
異様に眠くてアタマ完全に停止中。(∋_∈)

きのう和みすぎた余波か、

これから地震が来るのか不明。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月26日0:51

http://www.kagawa-u.ac.jp/setouchi/index-20111019-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=ILfBqOhAxCY
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【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
utubyou009 @utubyou009 · 3時間3時間前 
@honehone_man_7 @k2cyan
 
世界も汚染されるのだから、日本がなくなるだけではすみません。

 
 



（10月24日）　チャリかバス通か？／人間どうせ死ぬのだから、医療産業の金儲けに
貢献するより、自分で納得のゆく自家治療に専念した方がいい。

 
http://85358.diarynote.jp/201510240808256262/

子ども 余命 ５年 おとな １５年／【福一映像４号側　終日朧気】
／

癌の三大療法…抗がん剤・放射線・手術…が本物の癌を発症させ
る／アベの振り込め詐欺の手口はこうだ。

2015年10月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

amaちゃんだ @tokaiamada · 27分27分前 
「福島の風評被害を防止し農民の生活を助ける」というウソの大義名分に騙され英雄

気取りになって「放射脳」と誹謗中傷、「やっつけてやった」と喜んでる愚か者た

ちは、今後どうなるんでしょうか？

「汚染など存在しない」と本気で信じてるから、我々が警告しているキノコや沿岸魚

を喜んで食べてる

おはようございます。０７：４１です。

札幌は８℃。

降水確率６０％の曇天。

（〜〜；）

チャリかバス通か？…で、悩み中でございます…

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月24日 04:59】
北海道地方では、２４日夜から２５日にかけて、急速に発達する低気圧の影響で、非

常に強い風が吹き、大荒れの天気となるでしょう。暴風や高波に警戒してください。

http://85358.diarynote.jp/201510240808256262/
http://85358.diarynote.jp/201510240808256262/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510240808256262/
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体調は相変わらず倦怠感と深刻な眠気が続いていますが、

…とにかくおなかが減る…（＾＾；）…という新ヨウ素が…
もとい、新要素が加わったので、ちょっと安心しています…

食欲があるなら、

生物は死にません…！

amaちゃんだ @tokaiamada · 53分53分前 
人間どうせ死ぬのだから、医療産業の金儲けに貢献するより、自分で納得のゆく自家

治療に専念した方がいい

延命欲などなかったが、排尿障害が消えるとともに体調も良好になり、血尿血便も消

えて、再び山歩きが可能になった

こうなると、すべての生活障害が好転していった

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』
(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit) 

…なんか異様にネットの繋がりが遅いです…

地震が近い…？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

amaちゃんだ @tokaiamada · 27秒27秒前 
1986年4月26日にチェルノブイリ放射能事故が起きた
それから五年後の1991年、被曝障害の爆発が始まり、ソ連という地球上最大の帝国が
消滅した

http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=127081 …
障害のピークは1993年だったが、このレベルが20年以上続いた
ソ連の人口は数千万減少

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=127081


２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 37分37分前 
名無し：10/08 00:08
古田健治さん　５３歳（ふるた・けんじ＝毎日新聞佐伯通信部長）６日、心臓突然死

のため死去。

http://mainichi.jp/area/oita/news/20151007ddlk44060421000c.html …
##マスコミの言葉遣いも変わってきたｏ心臓突然死

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 39分39分前 
名無し：10/06 15:02
149Rock
3・11前から全国のお茶の消費は縮小傾向にありました。そして放射能拡散事件の後、
首都圏から静岡までの茶葉は放射能に汚染されています。それからすさまじい勢い

で『抹茶スイーツ』が大量に販売され出した

#茶飯ブームインハポネ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 47 分47 分前 
@k2cyan 
余命

子供 5年
大人 15年

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
今すべてを放射能汚染問題に集中して

考えるべきだ

最も重要な事は

東北、関東首都圏の人たちの

移住と全国民の防護対策と

被曝した人たちの今後の医療だ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
放射能汚問題がすべてだ

他の事言っていたって

このままでは、日本人の多くは

病気になるか、死んでしまう

そうなったら、オリンピックだ

http://mainichi.jp/area/oita/news/20151007ddlk44060421000c.html


TPPだ、徴兵制だと言っていても
無意味になる。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
癌医学は見せかけの癌撃退治療だが、治療自体が発癌イニシエーションになる代物

であって、健全な細胞まで取り返しの付かないほど激しく損傷する

まっぴらゴメンで、医療産業の金儲けに使われるなら死んだ方がマシ

自分で東洋医療を研究し自家治療に専念し、癌を育てるプロモータを排除する作戦に

出た

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
私は福島に頻繁に出かけて汚染土壌を採取測定した2012年末に症状が出た
排尿排便障害と血尿血便が続き、全身が痛み、ついに歩くことさえ困難になった

データでは前立腺癌の疑いだった

死を覚悟したが医療には頼らないと決めた

癌医学では手術・抗ガン剤・放射線治療しか知らない医師しかいない

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
来年になれば信じられないほどの被曝由来癌患者が出てくるでしょう

私の言うことをデマ妄想と決めつけてきた、たくさんの愚かで無知な人々の誹謗にも

かかわらず、すべては私の予告通りに進んでいます

事故後福島に8回出かけた私も症状が出ている
だが私は癌医学を信用してないので医者に行かない

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
日本政府（農林水産省）、病院や老健施設、特養などの「給食」での「被災地産食品

」の優先使用を通達！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-0359.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
全国人口動態統計　2015/8まで
http://inventsolitude.sblo.jp/article/166294552.html …
東日本における死者激増が始まっている

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
透析患者に精神賠償　東電と県腎臓病協合意

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12422.html …

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-0359.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/166294552.html
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12422.html


原発事故のせいで透析が受けられず死んでしまった人は数百名いるはずだ

被曝による直接死も数千名いるはずだ

これらは、すべて隠蔽され東電は賠償責任を頬被りしている

amaちゃんださんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 7時間7時間前 
これでも大丈夫だと言うなら、これでも風評被害と言うなら食ってみろよ、

総理。

4月採取の福島市産コシアブラから1万4849ベクレルのセシウム検出。山菜、キノコ類
の放射能汚染一向に衰えずhttp://financegreenwatch.org/jp/?p=51847 
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/649098070597070848/photo/1

飯山一郎 @iiyama16 · 8時間8時間前 
ビンゴたろう氏の情報は、

いつも確度が高い！

それにしても、

「福一映像4号側　終日朧気」という映像はイヤな悪寒がする…。
RT @sp9bingotarou 福一映像4号側　終日朧気 

neko-aii @neko_aii · 9 時間9 時間前 
2013-10-16
川崎市麻生区

今年2月に自宅の庭の土を測った結果
植込み根元で深さ３ｃｍ土壌はセシウム合計２９１Bq/Kg。この高さにもビックリ
軒下の雨水の落ちる場所の土壌は２５７０Bq/Kgと、すごい値
この数値が出て、庭仕事は止め、神奈川県の野菜も食べるのをやめた

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 10時間10時間前 
核分裂起さないといっている原子力規制庁さん。陽子線で胴核分裂起したんだよね。

中性子だけじゃないね。それにPU239に中性子加わるとPU240になるよね。なったら
どうでしょう？自分で核分裂起してしまうよね。色んなパターンあるんですよね。「

物理的にありえない。」大丈夫かい？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19 時間19 時間前 
こないだ10月10日に太陽で観測されたコロナホール
大きさは地球の約5個分。NASAが撮影。強烈な太陽風の影響で、10月14日〜16日

http://financegreenwatch.org/jp/?p=51847
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/649098070597070848/photo/1
http://www.swpc.noaa.gov/news/g1-minor-geomagnetic-storms-likely-again-14-16-oct-2015


に（G1マイナーストーム：http://www.swpc.noaa.gov/news/g1-minor-geomagnetic-
storms-likely-again-14-16-oct-2015 …）の予報が出ていた。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657411283642281984/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 21時間21時間前 
チェルノブイリの放射能は山火事によって広域拡散した。フクシマの放射能は「瓦礫

の広域処理」と「食べて応援」で広域拡散する。その愚かさを許せない

　http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301 …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
イシカワ（生きている） @ishikawakz · 21時間21時間前 
楢葉町、帰還者321人　避難指示解除１カ月、町人口の４％：福島民友ニュース：福島
民友新聞社 http://www.minyu-net.com/news/news/FM20151022-022145.php …
「津波被害を受け、除染などで出た廃棄物の焼却施設整備なども計画される波倉地区

では帰還した住民はいない。」

当然だ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 23時間23時間前 
福島県農民連の根本敬会長　http://weltgeist.info/?p=4390 　「風評とは根も葉もないこ
とをいう。我々の農作物は根にも葉にも放射性物質を付けられた。実害だ」

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
anntokyo @anntokyo · 10月16日 
@cocorono121 @skepticdesu 500キロ以上離れたポーランドでさえ、子供達にヨウ素
を配布し、事故後は牛乳は他国産の脱脂粉乳に変えました。福島の事故1ヶ月後に、地
元の給食に地元産の牛乳をだし新聞に載せる、背筋も凍るプロパガンダをする国だと

感じました。

https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
Most Emotional Music Of All Times - Sand Dream 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 35分35分前 
名無し：10/07 23:09

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657411283642281984/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20151022-022145.php
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unkeides
アメリカ政府は、癌の三大療法（抗がん剤·放射線·手術）が本物の癌を発症させるこ

とを認める

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=297192&g=131108 …
##本物のガンとそうでないガンがあるのか

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
6月23日 @naitoasao
【橋下徹の正体】脱原発に関して最初から裏切る予定だった。橋下が前原に託した首

相官邸宛てのメッセージが暴露された

「再稼働が決まるまでの間は脱原発でやらせてもらう」

FRIDAY2012年6月22日
大阪に瓦礫をまいて国政へ。後は野となれ山となれ

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
「【サギの手口】アベの振り込め詐欺の手口はこうだ。：金子勝氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/18644.html#readmore …

ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 7時間7時間前 
シュワブ警備あるそっくに国費が２０億。自民党が与党になってから、ゼネコンや軍

需絡みで税金をあてにしたマッチポンプが凄まじい。雇用と売り上げを仲良し企業に

ぷれぜんと。仲間外れのとこにはとことん冷たく。公的機関が超身勝手に公金を使う

悪夢。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
柳沼和良 @yaginuma_san · 9時間9時間前 
@ats8u @x_pq_x 幸福の科学が作った沖縄の危機PR動画。
幸福の科学は沖縄に乗り込んでオスプレイ賛成デモしてる。

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

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 · 10時間10時間前 
地元メディアの記者に尋ねたことがあるという。

　「どうして大事な問題を書かないんだ？」、「どうして本当の事を出さないんだ？

」

　すると、このような答えが返ってきた。

　「だって、私たちも企業ですから」

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=297192&g=131108
http://sun.ap.teacup.com/souun/18644.html#readmore
https://www.youtube.com/watch?v=xYotoai_iLM


http://ameblo.jp/rain37/entry-12084036466.html … #民の声新聞

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 13時間13時間前 
じゃあ、最初に、安定ヨウ素剤の一般配布にストップをかけた人間が誰だったのか、

明記してくれ。県知事？副知事？それとも国？

【震災アーカイブ】匿名性の排除に努力を（１０月２２日） | 県内ニュース | 福島民報
https://www.minpo.jp/news/detail/2015102226159 …

amaちゃんださんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 16 時間16 時間前 
総理大臣が日常的に平然と嘘をつく国で、道徳教育の必要性が政権サイドから叫ば

れる。内容は「愛国心の醸成」「国旗国歌の敬愛」などで、「嘘をついては駄目」「

いじめは駄目」「差別や偏見は駄目」「自分がされて嫌なことは他人にもするな」等

の基本的な道徳は政権側の人間が嬉々として蹂躙している。

２ちゃん原発情報さんがリツイート 
オオカワ ジミニー @asukamaru0628 · 23時間23時間前 
@2ch_NPP_info ほんとだ！
原子力(か)で検索するとたくさんのファイルが出てくる！

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 10月22日 
名無し：10/22 16:38
「原子力」("力"は漢字)が「原子カ」("カ"はカタカナ)に、ストロンチウム("トロ"はカタ
カナ)が、ス卜口ンチウム("卜"は漢字の"ボク"、"口"は漢字の"クチ")になってるPDFが
たくさん発見された。

#ムラのせこい検索逃れ

cmk2wlさんがリツイート 
しじみん @hiitanu · 10月22日 
マイナンバー　通知カードを受け取ると義務が発生します http://moriyama-law.cocolog-
nifty.com/machiben/2015/10/post-ed2e.html …
１　受け取らなければ義務は発生しません。

２　通知カードを受け取らなくても番号は住民票に記載されます。

cmk2wlさんがリツイート 
名も無き者 @DummyLostonline · 7月9日 

http://ameblo.jp/rain37/entry-12084036466.html
https://www.minpo.jp/news/detail/2015102226159
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/10/post-ed2e.html


名も無き者さんがリツイートしました くりえいと
そもそも今の金利じゃ銀行って『ただの金庫みたいなモノ』じゃん？

しかも、銀行側はその預金を俺達からの搾取の為に使ってるんだから、預ける義理な

んてないんだよね。

自分のお金を自分で管理する事を思い出せば良いだけさ。

https://www.youtube.com/watch?v=VFQRp6EP_JM
Puella Magi Madoka Magica - Homura kills Madoka scene 
    
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VFQRp6EP_JM


（10月24日）

http://85358.diarynote.jp/201510241512211101/

とにかく眠い。(∋_∈)
2015年10月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

気絶するかと思った時間帯に

十勝で震度２。(^。^;)

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 帯広市 
【M4.5】十勝地方 深さ97.2km 2015/10/24 13:26:36
(G)http://j.mp/1NYYE3F (Y)http://j.mp/1Xpm5oo (アニメ)http://j.mp/1MYU83F

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日22:21
…とにかく地震が多すぎる…

…（＠■＠；）…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510242044193017/

…バスがね〜わ…★σ(^◇^;)。。。
2015年10月24日 日常 コメント (4)
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土曜日だという事実をさっくり失念。┐(’〜`；)┌

雨がパラついてるし、もうこれ以上、濡れベクレたり体を冷やしたりして体力損耗する余裕はな

いので、無理せずバス帰宅…
…(^。^;)…

…と、思ったらこれだよ…

ヽ（・＿・；）ノ

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日21:13
…東光ストアで買ってきた半額チキンを喰ってるうちにバスは来る…
はずだったんだけど…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日21:20
北北…違う、来た来た。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日22:28
…で、ウチついたら晴れて、月が照ってるというね…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

こりゃ、チャリで帰るべきだったかな…★

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年10月24日23:12
北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
(Radiation monitoring Daily Report) 
10分値の速報は原子力規制委員会ＨＰで確認できます。⇒ 
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月24日（土）【当日】
(Today) 
測定時刻

(measurement time) 最大
(max) 最小
(min) 平均
(average) 有効数
(effective number) 
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6 
10:00 0.040 0.039 0.040 6 
11:00 0.043 0.040 0.042 6 
12:00 0.043 0.041 0.042 6 
13:00 0.041 0.040 0.040 6 
14:00 0.040 0.039 0.039 6 
15:00 0.040 0.039 0.039 6 
16:00 0.040 0.039 0.040 6 
17:00 0.040 0.039 0.039 6 
18:00 0.040 0.039 0.040 6 
19:00 0.062 0.040 0.050 6 
20:00 0.061 0.058 0.060 6 
21:00 0.060 0.053 0.057 6 
22:00 
23:00 
24:00 



 
 



（10月25日）　バス帰宅中なう。•今日のバイトは（周りはともかく私は）穏やかで無
難な一日でした。

http://85358.diarynote.jp/201510250840184719/

”異様な日焼け”が警告する。
2015年10月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月25日 05:12】
北海道地方では、発達中の低気圧の影響で、引き続き２６日にかけて非常に強い風が

吹き、海は大しけとなるでしょう。暴風や高波に警戒してください。

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 14時間14時間前 
性別にご注意を。メスの卵を注入しています。 
https://twitter.com/kappel0208/status/657852029662982144/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 10月23日 
年間５ミリシーベルトで労働者に白血病の労災がおりるのに

年間２０ミリシーベルトの場所に国民を住まわせるって

どういうこと？

AKIRAさんがリツイート 
minimum @minimum11 · 2011年10月29日 
福島にとどまり『なぜあの時避難してくれなかったの？』と言われ息子に頭を下げる

母親ではなく、何もなかったとしても『お母さんはあんたを守りたくて避難した』と

胸を張って言える母親でいたい。

おはようございます。

７：５３です。

札幌は６℃。狂風と汚染雨…
…（－－；）…

空間線量、０.０６９μ…。
。。。。（＞＜ｐ）。。。。。

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月25日（日）【当日】
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01:00 0.069 0.057 0.064 6 
02:00 0.058 0.055 0.056 6 
03:00 0.065 0.062 0.063 6 
04:00 0.061 0.058 0.060 6 
05:00 0.062 0.061 0.062 6 
06:00 
07:00 
08:00

なんだかとんでもないお天気で、

「パネぇ！」という表現がぴったりです。

…（〜”〜；）…

…ん〜…（ーー；）…

景気づけに、これでも聴くかな…？
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

ふしぎの国の原子力村 @O_TSU_KI · 3分3分前 
フクイチ周辺にだけ発生する“怪しい霧”に“異様な日焼け”が警告するものとは
デブリの臨界反応とみるのが理にかなっています。

フクイチの原子炉周辺は濃い霧に包まれることが多いのですが、これも放出量が増え

たトリチウムの影響ではないか http://goo.gl/O7dWRU

高木仁三郎bot @jinzaburo_bot · 1時間1時間前 
フクイチ周辺にだけ発生する怪しい霧に異様な日焼けが警告するものとは - 夕刊アメー
バニュース http://dlvr.it/CXmhHj 
https://twitter.com/jinzaburo_bot/status/658039065795670016/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
西日本は東電福島原発の風下のまま。ずっとです。

https://twitter.com/cmk2wl/status/658024295659016192/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
安倍政権批判本が書棚から消える？ ジュンク堂ブックフェアのネトウヨ攻撃・撤去事
件で奪われた書店の良心と自由

http://lite-ra.com/2015/10/post-1617.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
第一原発元作業員の53歳、作業11か月で3つのがんを同時発症（週刊女性PRIME）
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/187.html …

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
http://goo.gl/O7dWRU
http://dlvr.it/CXmhHj
https://twitter.com/jinzaburo_bot/status/658039065795670016/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/658024295659016192/photo/1
http://lite-ra.com/2015/10/post-1617.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/187.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
１０月２９日に国会議員会館で「避難の権利」を求める集会があるそうです。

http://www.kakehashi.or.jp/?p=12060

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「マイナンバー　多くの会社で同様な文書が出るだろうが、提出拒否して構わない。

あくまで任意。」

http://sun.ap.teacup.com/souun/18651.html#readmore …

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 7時間7時間前 
2015年9月死去
9.2声優斉藤瑞樹肺動脈血栓41歳。
9.19フリーアナウンサー黒木奈々胃がん32歳
9.23 阪神GM中村勝広急死66歳
9.24川島なお美胆管がん54歳
9.24samfree佐野貴幸内因性の急死31歳

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 7時間7時間前 
2015年10月死去
10.1造形作家内田恭輔脳出血37歳
10.1インテリアデザイナー形見一郎49歳
10.10TVレポータ猿渡ゆか心不全35歳
10.16元プロ野球盛田幸妃脳腫瘍45歳

AKIRAさんがリツイート 
Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 8時間8時間前 
Ｄe-GaulledeRainbowさんがリツイートしました 原発はいますぐ廃止せよ
マジですか？ 
https://twitter.com/kokikokiya

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
今すべてを放射能汚染問題に集中して

考えるべきだ

最も重要な事は

東北、関東首都圏の人たちの

移住と全国民の防護対策と

被曝した人たちの今後の医療だ。

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 9時間9時間前 
これが急死増加の原因か・・・。原発爆発の3月15日、東京の大気中にはチェルノブイ
リ事故のときの1000倍の放射性物質が舞った。１時間だけでも外にいた人は吸い込み
により20μＳＶ/ｈ内部被爆した。参議院行政監視委員会参考人 小出裕章氏
http://www.youtube.com

http://www.kakehashi.or.jp/?p=12060
http://sun.ap.teacup.com/souun/18651.html#readmore
https://twitter.com/kokikokiya
http://www.youtube.com/


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
ながとみ まお @va_nira03 · 9時間9時間前 
最近爪がなんか変やなーおもってたけど、ついに手足口病の症状である爪がとれる（

生え変わる）の時期がきたか、、、

AKIRAさんがリツイート 
YukikoT-I @yukiko419 · 12時間12時間前 
西武新宿線は、毎朝、気分の悪い人は早目に電車降りろとアナウンスをするし、それ

でも急病人の救護で電車は頻繁に遅れる。震災前にはこんなことなかった。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
Raguma @Raguma01 · 16時間16時間前 
電車に乗って気がついたら降車駅に着いていた

目瞑ってガクンガクンしてたんだけど寝てる意識はなかった

時間だけ切り取られた感じがする

neko-aii @neko_aii · 21時間21時間前 
2014-06-10
チェルノブイリ・28年目『体育の時間に突然死する子供が増えた』
住民25年間の積算線量15-25ミリシーベルト
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/78cfc855346c980d33f65462ab268a19 …

かおなし @cocorono121 · 22時間22時間前 
フクイチ事故で溶け落ちた核燃料デブリは原子炉のどこにあるのかその下の地中にあ

るのか何もわからないしわかっても放射能が強すぎてロボットすら近寄れない…最高
責任者はアメリカの空母に乗って笑顔で手を振っています

AKIRAさんがリツイート 
ひまわり @himawari_yt · 10月23日 
ひまわりさんがリツイートしました 原発賠償関西訴訟KANSAIサポーターズ
2012年小学生の我が子の眩暈。
周りも何かしら具合い悪い。

14年4月ごろ息子2人とも鼻血
、肺炎になる。8月血便、9月、10月、11月と夜中嘔吐で血交じり。
子供の関節痛。

保養に行くと痛みがなくなることに気づき避難を決断される 

AKIRAさんがリツイート 
中川　均 @naka8952 · 10月20日 
もう隠しようがない事実だ。白血病患者が一気に７倍に増え、その多くはフクイチ

周辺、福島県を中心に発生している。ぜひ「しろくまブログ」に目を通して欲しい

。http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html …　　
年間５mSvを超える地域で起きていることをもっと告発して欲しい。

AKIRAさんがリツイート 
をぐ @wogu · 10月26日 
玉川温泉で3.7〜4.2μSv/hにもなった！すげぇ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/78cfc855346c980d33f65462ab268a19
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html
https://mtc.cdn.vine.co/r/videos/4F8AAF1FA31137985246483075072_30824a93ed3.0.1.9916781081744357590.mp4?versionId=8rYlg3L7SohOcnbBVUhiGtWdZMee6rmY


https://mtc.cdn.vine.co/r/videos/4F8AAF1FA31137985246483075072_30824a93ed3.0.1.9916781081744357590.mp4?
versionId=8rYlg3L7SohOcnbBVUhiGtWdZMee6rmY

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade 

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 19 分19 分前 
トトロも防護服を着る 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450308143566688256/photo/1

カラパイア @karapaia · 22 分22 分前 
【RT4900UP】 海に潜む巨大な亡霊！？核実験で沈められた航空母艦サラトガが超ド
級のラスボスに！（ビキニ環礁） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188676.html
… 
https://twitter.com/karapaia/status/658049107093663748/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life) 

昨日から急にツイートが途絶えているひと続出…

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
夜半から気象擾乱が起きて台風なみの風が吹き荒れている

25号が北上し、大陸の寒気団を引き寄せているせいだろう
これは明日から冷えそうだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
本日月齢１２　明後日あたりが満月で大トリガーとなる

http://www.moonsystem.to/ 
大きな地震が起きる前には、前後で起きるべき震源を呑み込んでしまう

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

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章 

…「けして嗤ってはいけない。」と、エカシカムイはおっしゃった…

    

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450308143566688256/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188676.html
https://twitter.com/karapaia/status/658049107093663748/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
http://www.moonsystem.to/
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日14:35
嘲う。

という字のほうが的確だったかな…
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510250931536055/

サッポロ凶風。気温８℃。雨アラレ。ヽ（・＿・；）ノ

2015年10月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

断続的な雨アラレ量はたいしたことないんですが

倒壊落下破損飛散などの風害が散見されます。

(・ω・;)(;・ω・)

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月25日（日）【当日】
01:00 0.069 0.057 0.064 6 
02:00 0.058 0.055 0.056 6 
03:00 0.065 0.062 0.063 6 
04:00 0.061 0.058 0.060 6 
05:00 0.062 0.061 0.062 6 
06:00 0.060 0.054 0.057 6 
07:00 0.053 0.048 0.051 6 
08:00 0.054 0.051 0.052 6 
09:00 0.056 0.047 0.052 6 
10:00 0.046 0.043 0.044 6 
11:00 0.042 0.041 0.041 6 
12:00 0.048 0.043 0.045 6 
13:00 0.052 0.048 0.050 6 
14:00 0.070 0.050 0.061 6 
15:00 0.066 0.050 0.057 6 
16:00 0.049 0.043 0.045 6 
17:00 0.043 0.041 0.042 6 
18:00 0.050 0.043 0.046 6 
19:00 0.057 0.053 0.055 6 
20:00 0.054 0.052 0.053 6 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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21:00 0.052 0.047 0.049 6 
22:00 
23:00 
24:00 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日9:44
線量０.０５６μ。(-_-#)
あちこちで変な空咳。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日14:16
積雪１〜２cmなう。(・_・;)
今年は寒くなるのが速い…
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日21:29
 

今日のバイトは（周りはともかく私は）穏やかで無難な一日でした。

o(^-^)o

バス帰宅中なう。

札幌はミゾレ雪だか氷雨だか、不分明なビシャ濡れ空間。

(-"-;)

線量最大０.０７０μまで上がりました…(∋_∈)…

自転車は放置プレイでごめんなさい…
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（10月26日）　バイトは休み。

http://85358.diarynote.jp/201510260901134718/

おそめようございます。

2015年10月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

藁わまワラワマ09時07分。
携帯からです。

暴風雨が汚染を全て太平洋側に叩っ返してしまったらしく、

(^_^;)

空気清涼！(^O^)！

…ただし、気温７℃で、
(・_・;)

寒いですさいず…

(・ω・;)(;・ω・)

バイトは休み。

たっぷり寝たのでカラダが軽くなった感じがします♪_o(^-^)o

本日のお題は

「脱被曝！心身メンテナンス」

♪ o(^-^)o ♪

…ってことで…

まずは２日分の運動不足を解消すべく、気温７℃の中を歩いて温泉まで行ってきます…♪

(^o^)／
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151026/85358_201510260901134718_1.jpg


情報チェックは夜にね！
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（10月30日）　バイトは中番。今からだるだるの５連勤の初日／｢認知症がすごく増え
ているんですよ。｣　／会社側が下した結果は、戦力外という判断。自分の変わりにな
る人間は、いくらでもいる。移住すべし。

http://85358.diarynote.jp/201510300900357406/

最初は、風邪やインフルエンザ。感染症、肺炎。

／｢認知症がすごく増えているんですよ。｣／移住すべし。

2015年10月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
i & i @i_a_n_d_i · 10月25日 

俺の友達の周辺で白血病五人です

一万人に一人の白血病

俺の友達五万人も友達いたっけか？

おはようございます。

０８：２８です。

７時の目覚ましで起きだしたんですが、昨夜の洗濯物を外干ししてゴミ出しして、今週分のいつ

もの魔女鍋（ごった煮スープ）を仕込んでいたら、手間取ってこの時間に…
（＾＾；）

家事中のＢＧＭは、ＣＤで元気にコレの原曲を…
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです

札幌は外気温６℃。ほぼ無風。

降水確率は５０％で、明け方はすこし降ってたようですが、今は晴れてます。

http://85358.diarynote.jp/201510300900357406/
http://85358.diarynote.jp/201510300900357406/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151030/85358_201510300900357406_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151030/85358_201510300900357406_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151030/85358_201510300900357406_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE


バイトは中番。今からだるだるの５連勤の初日…

さて…？

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 � 北海道 東神楽町（上川郡） 
【M2.8】上川・空知地方 深さ180.8km 2015/10/30 06:49:33
(G)http://j.mp/1kWK940 (Y)http://j.mp/1MXD2yJ

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.5】根室半島沖 深さ43.5km 2015/10/30 02:18:57
(G)http://j.mp/1MwjhUV (アニメ)http://j.mp/1Mwjkjo

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � Alaska, USA 
【M4.0】CENTRAL ALASKA 34.8km 2015/10/30 02:00:15JST, 2015/10/29
17:00:15UTC
(G)http://j.mp/1PWUgl9 (USGS)http://j.mp/1LZWxaf

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】根室地方 深さ85.9km 2015/10/29 19:44:47
(G)http://j.mp/1NCHg1E (Y)http://j.mp/1PW6c6D 

震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M5.6】RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 110.0km 2015/10/29 11:49:26
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1N9NeJ1 (USGS)http://j.mp/1HcQzke

https://www.youtube.com/watch?v=71JdjgtNd8M
Galient Opening 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � نار�ا �مالسا  �روهمج   
【M4.4】CENTRAL IRAN 15.3km 2015/10/30 00:48:21JST, 2015/10/29 15:48:21UTC
(G)http://j.mp/1PWWZeq (USGS)http://j.mp/1MwmlQO

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � Çaldıran, Van �
【M4.8】EASTERN TURKEY 9.7km 2015/10/29 18:46:41JST, 2015/10/29

http://j.mp/1kWK940
http://j.mp/1MXD2yJ
http://j.mp/1MwjhUV
http://j.mp/1Mwjkjo
http://j.mp/1PWUgl9
http://j.mp/1LZWxaf
http://j.mp/1NCHg1E
http://j.mp/1PW6c6D
http://j.mp/1N9NeJ1
http://j.mp/1HcQzke
https://www.youtube.com/watch?v=71JdjgtNd8M
http://j.mp/1PWWZeq
http://j.mp/1MwmlQO


09:46:41UTC
(G)http://j.mp/1M32W7O (USGS)http://j.mp/1GykfNU

…日本の東北〜北陸の群発地震もアレですけど、地中海東岸の大地震も（原発と核ミサイル満載
の地域ですから）コワイですよねぇ…
…（〜〜；）…

https://www.youtube.com/watch?v=Ortyp5cx3qw
復活のイデオン FULL

空 昌 @kuu_syou · 1時間1時間前 
ならなぜ福一の対策を急がないのか？

汚染水、除染物質対策は？　収束の目途は？　電気料金は？

庶民の犠牲の上での儲けか？

東京電力、経常利益３６５１億円で過去最高益　中間期決算、燃料費低下が奏功（産

経新聞） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151029-00000567-san-
bus_all …

neko-aii @neko_aii · 9 時間9 時間前 
日本の電気料金は世界中で、ずば抜けて高いのです。

どうしてこんなに高いのでしょうか?

原発を使っているからです。

「ウランの生成」「揚水発電」「核燃料中間貯蔵維持」

「高速増殖炉維持」「核廃棄物処分」と莫大なコストがかかります。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/14d9ba1c503c56977283777c25eb102c …

Masa Okumura @mokumura · 9時間9時間前 � Houston, TX 
三菱重工の米サンオノフレ原発の蒸気発生器故障の請求賠償額７５億７０００万ドル

罰金以外に、カリフォルニャ州は原発を操業する電力会社に廃炉の決定の報告の不備

で１６７０万ドル罰金を課す。日本の福一に比べ、米国の原発完全管理の厳しさが分

かる。http://www.sandiegouniontribune.com/news/2015/oct/26/sce-fine-cpuc/ …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
安保法の成立、TPPに関しての国民への説明がない

http://j.mp/1M32W7O
http://j.mp/1GykfNU
https://www.youtube.com/watch?v=Ortyp5cx3qw
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151029-00000567-san-bus_all
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/14d9ba1c503c56977283777c25eb102c
http://www.sandiegouniontribune.com/news/2015/oct/26/sce-fine-cpuc/


これは異常なことですよね。秋の臨時国会を開かないのは、過去、極めて異例な事。

「この状態は異常な状態です」と、指摘したメディアは数社のみ。野党の「本気」が

なく、維新は自民の別部隊

AKIRAさんがリツイート 
Nemesis 脱被曝 @zodiac0088 · 12時間12時間前 
Nemesis 脱被曝さんがリツイートしました onodekita
「心肺停止」て死んだ状態のことでしょ。あたかも死因であるかのように言い換える

というスゴ技ｗ 
＞onodekita@onodekita そういえば、どんなに寒くても「熱中症」でごまかしてきた
のに、今年は「心肺停止」で亡くなったと報道するように変わってきたな。

https://www.youtube.com/watch?v=nAiuoegFffk
コスモスに君と　歌：戸田恵子

AKIRAさんがリツイート 
まゆ 084 @mayu · 9時間9時間前 
【エンテロウイルスＤ６８】子供たちから相次いで報告される「原因不明の麻痺」国

立感染症研究所が調査開始 - 大地震・前兆・予言.com http://jishin-yogen.com/blog-
entry-7658.html …
つーかなんで発生した場所を言わないんだよ

原発事故からいつも隠蔽ばかりで国が一番信用できないわ

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
２０１２年９月１７日

北九州市災害廃棄物本焼却

開始以降に発生した市民の体調異変

親族の相次ぐ死亡、突然死の多発、

連続する白血病、交通事故の多発、

持病の急激な悪化、児童のウイルス性疾患多発、

集中力欠如による怪我

（北九の子供を守るネットワーク健康調査班）

https://www.youtube.com/watch?v=nAiuoegFffk
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7658.html


neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
＜チェルノブイリから６００Kmのミンスクで、内部被ばく＞
最初は、風邪やインフルエンザ。　

そして、尿路感染症・腎臓感染症に、肺炎。　

終わりがなく、繰り返されました。

顔色が黄色っぽくなり、目の下に大きなクマができました

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/30fd2d0623a769514f88e322efdd6697 …

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2011年12月23日
霞が関３万Bq／kg（東京新聞では4万8千Bq）
腰を抜かしたよ

これは平方メートルになおすと200万〜300万Bqだ
これ、福島でも飯館村あたりの超高濃度汚染地帯のレベルだよ

東京は人間が住む場所ではない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1b7e0e76c3d749920ae0ed42ed78c00c …

neko-aiiさんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 3月24日 
｢認知症がすごく増えているんですよ。｣　

糖尿病の勉強会の打ち合わせで、中枢神経薬を扱うメーカーのＭＲさんが来訪。一回

目は眼合併症で、私が話をした。二回目は認知症がテーマになった。

三回目は循環器疾患かもね。

https://www.youtube.com/watch?v=Dzy8loSxprg
GIANT GORG 巨神ゴーグ OP full 輝く瞳 

cmk2wl @cmk2wl · 33 分33 分前 
そういえばなくなりましたね。あの濃厚な香りが。

フィトンチッドだと思うのですが…。
@KaaJhee 子供の頃、標高の高い山々の中のにおいはむせるような緑のよい匂いがし
ました。今の日本の山々は、何処にもあの頃の匂いがしない。

AKIRAさんがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/30fd2d0623a769514f88e322efdd6697
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1b7e0e76c3d749920ae0ed42ed78c00c
https://www.youtube.com/watch?v=Dzy8loSxprg


まだ人柱やってるの？ @suncic117 · 10 時間10 時間前 
4年前、上司が通勤電車内で倒れて、半身不随になり西へＵターンした。管理者から一
般職に降格し、時間短縮での勤務。右手が使えず、ＰＣを使うのも一苦労だった。誰

よりも身を粉にして働いていたが、会社側が下した結果は、戦力外という判断。自分

の変わりになる人間は、いくらでもいる。移住すべし。

https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
銀河漂流バイファム 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryv_uQjBMZw
超時空世紀オーガス ＥＤ 心はジプシー ケーシー・ランキン. 

https://www.youtube.com/watch?v=muX9reQsGlM
未来警察ウラシュマンOP ミッドナイト・サブマリン HARRY

https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
https://www.youtube.com/watch?v=Ryv_uQjBMZw
https://www.youtube.com/watch?v=muX9reQsGlM


（10月30日）　なにしろこの会社のかなりの％はガッカイだからぁ〜…(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/201510301425534998/

挙動不審な人がいる。（〜”〜；）
2015年10月30日 就職・転職 コメント (2)
　

他スタッフが作業中の顧客情報画面を、何の理由もないのに、明らかに個人情報丸暗記（視覚的

盗撮）レベルで時間をかけてガン見していくのは、どう考えても社会常識に反しているだろう？

(-_-#)

あとで個人情報盗用犯罪がわざとらしく判明して、

「犯人が私」って「冤罪事件」とかに利用されそおで、

嫌ァ〜な感じする…(-"-;)…

なんか「いかにもガッカイ」クサイ「ソトヅラ優等生」タイプの、他部署から来てる人。

(-_-#)

どうも今日は双子座占い無視して厄日っぽいぞ…？

(∋_∈)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月30日14:32
なにしろこの会社のかなりの％はガッカイだからぁ〜…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年10月30日14:42
天気も酷い。線量あがりそお…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510302043043198/

まごうかたなきプチ厄日。(∋_∈)
2015年10月30日 日常
　

本文帰ってからね。(T_T)

https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参
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（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 
 



それでも最後まで愛想よく、「お別れ」の挨拶を述べるのが、プロの営業ウーマンの心
意気。ってぇ、もんでしょ？？？？　（2010年2月9日）

http://85358.diarynote.jp/201002091310545491

Ｏ－ｎｅｔ 。退会！
2010年2月9日 恋愛 コメント (1)

　ニュースの途中ですが……。（＾＾；）

　たった今、私の楽しい入力作業を中断させやがった電話が一本入りまして。

　この前から、「相手が見つかるまで無料で会期延長しますから！」と、入会勧誘当初に確約し

ておいて、「いや、社の方針が変わったので、延長料金払ってください」と一方的に通告して

きて、「そんなら辞めますから」と断っている私に何度も何度もしつこく再勧誘電話を入れてき

やがったウゼェ婚活会社の……

　おねーさんに、「だから、止めるってば！」って、なかば怒鳴りつけて勧誘トークを中断させ

たら。

　相手の態度も、すげぇ〜!!　ガラが悪くなった☆（＾＾；）★

　その場合、それでも最後まで愛想よく、「お別れ」の挨拶を述べるのが、プロの営業ウーマン

の心意気。ってぇ、もんでしょ？？？？

　婚活会社の口先大嘘八百野鳥の「営業方針」と、「紹介相手」のレベルにも、まぁいろいろと

言いたいことはあるが。

http://85358.diarynote.jp/201002091310545491/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201002091310545491/


　こんなレベルの低い「担当者」に営業され続けるほど、私の人生は長くないし、無駄にできる

時間もない。

　Ｏ－ｎｅｔ営業ウーマン！

　あんた今、わたしのなかの「会社評価」点を、

　一人で一気に、激落させてたよ……？？？？？？

　てなわけで、８年？だったかズルズルと惰性で続けてきた……

　「婚活」

　これにて試合終了ッ！

（あぁ、これで月に数時間の、「むだな時間」が、節約できるんだわっ☆）



　＞（＾＾；）”なんて思ってるやつに、婚活の資格なし★
 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月7日22:37
　

　…あ…ッ☆ｗ（＾◆＾；）ｗ…。

今日、耳、日曜ッ！！！！！！

＞おねーさんに、「だから、止めるってば！」って、なかば怒鳴りつけて勧誘トークを中断させ

たら。

　相手の態度も、すげぇ〜!!　ガラが悪くなった☆（＾＾；）★

　その場合、それでも最後まで愛想よく、「お別れ」の挨拶を述べるのが、プロの営業ウーマン

の心意気。ってぇ、もんでしょ？？？？

…ｗ（－－；）ｗ…。
 

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201002091310545491
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「創価認定」（＾＾；）（＜ある種の不快な言動をするやつはみんな、「さてはガッカ
イインねッ！」の一言で片づけて切り捨てる〜★みたいな……）　（2010年9月18日）

http://85358.diarynote.jp/201009181059158012/

so,　くーる!!　　！（＠＠）！
2010年9月18日 恋愛 コメント (1)
 
　超・好み〜♪な美形男（観賞用！）を発見したので、記念に保存☆

　ｗ（＾＾）ｗ

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=56375593&comment_count=18&comm_id=19382

18 2010年09月17日 11:24 kdx

まとめますと。 

(1) 在日認定や創価認定に合理的な根拠などないのが普通。なので、これは言っている
やつが馬鹿と思ったほうがいいです。在日認定や創価認定は、ネット上で馬鹿を見分

けるための分かりやすい目印。経験上、100人いれば100人とも馬鹿です。 

(2) 属性を明らかにしている人に対して「在日のくせに」とか言っている場合は、これ
は単なる差別なので、これも言ってるやつが馬鹿です。

　kdx
　http://mixi.jp/show_friend.pl?id=17262129
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2010年9月18日11:01
　ぢつわ「創価認定」は、私も内心ではしょっちゅうやってるので
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　（＾＾；）（＜ある種の不快な言動をするやつはみんな、「さてはガッカイインねッ！」の一

言で片づけて切り捨てる〜★みたいな……）

　自戒の意味もこめて、よく覚えておこう……☆

　（＾ｗ＾；）””””””
 



（６月１日）　短期記憶力の減退。長期記憶の取り出しの失敗。甘えと自己主張の増加
。他人の感覚への共感の減退。状況把握の鈍化。滑舌がわるくなる。ドイツの医師が、
脳障害に警告しています。

http://85358.diarynote.jp/201506010850281144/

【地底臨界】危機進行中！／突然死や心筋梗塞

／そんなに遅くならないよ。

2015年6月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=QhC8U4sbgTM
Daughter of the Elements ~ Music by Lisa Thiel 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21分21分前 
名無し：05/31 20:40
突然死や心筋梗塞とは限らないしこちらで死に方なんて選べない

白血病、癌、免疫不全や難病などどれが当たるかわからないよ

思う通りにならないなら足掻いてもみたくなるし人事を尽くした方が自分は満足す

るなー

諦めたらそこで試合終了ですし

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 26分26分前 
名無し：2015/06/01(月) 07:57 ID:XXXXXXXX
夕べもTOKIOのラーメン特集で、福島の鶏から良い出汁が取れると言ってたような気
がする

料理人は汚染食材なんてあまり気にしないから、美味けりゃ何処産でも使うよ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 43 分43 分前 
福井〜富山〜岐阜付近

31日20時6分（マグニチュード3.4　深さ289.8km）
1日02時52分（マグニチュード2.9　深さ8.2km）
1日05時29分（マグニチュード2.5　深さ10.3km）

http://85358.diarynote.jp/201506010850281144/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506010850281144/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150601/85358_201506010850281144_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150601/85358_201506010850281144_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150601/85358_201506010850281144_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QhC8U4sbgTM


ラドンの数値が高い状態

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
放射能被曝症状　：　粘膜：目、鼻、口、喉、声帯、性器関連の炎症が繰り返さ

れる。 目は子供にも白内障がのちのち増える、声帯が痛んで声がでなくなる。繰り返
し多発する口内炎。鼻：線量の高い低いにかかわらず、子供大人にかかわらず出る

鼻血、あるいは異常な色の鼻水。歯茎からの出血。虫歯の悪化

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
川崎市は１７日、同市川崎区東扇島の中古車輸出会社に運び込まれた乗用車１台から

毎時２０・３８マイクロシーベルトの放射線量を検出したと発表した。

　http://bit.ly/1zHkizs

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 2時間2時間前 
桑ちゃんさんがリツイートしました kenji
小出さんの頭に1万Bq／㎡基準があるんですね。この基準は近づかない判断です。住む
となったらこれ未満。１００Bq／ｋｇで65掛6500Bq／㎡で私でさへ本当は逃げ出し
たい。管理区域基準がこびりついてますので床基準で行けばCエリア。 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
【ヤバイ】東日本大震災の３ヶ月前にも小笠原諸島でM７クラスの大地震が発生して
いた！本命は９月前後か？次の大地震に備えよ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6672.html …
そんなに遅くならないよ

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
フクイチ放射能汚染水垂れ流し　：　みなさまのＮＨＫが「ゴ報道」！　/　「東電は
、港湾の外に影響はないとしたうえで、漏れた水をくみ上げて海への流出を防ぐ対策

を続けています」——だと

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-1117.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
そこのおとうさん！　取引先の接待で危ないものを食わせていませんか？　客が帰宅

途中に体調急変、帰らぬ人になったら責任問われますよ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/136365708.html …

http://bit.ly/1zHkizs
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6672.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-1117.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/136365708.html


Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
会津若松の側溝泥　なんと23万7000Bq/kg　http://bit.ly/1e2ha94

amaちゃんださんがリツイート 
Andreas Diego @andreasdiego · 4時間4時間前 
早川由紀夫

「放射能雲は高高度では断熱膨張で細かい水滴になる。

セシウムの沈着が1400m以下の理由と考えました。
それ以上の高所で放射能雲は、雲ではなくなって拡散すると思います。」　

http://ln.is/togetter.com/li/XPkWW …

VEGAN☆命を守る最良で最高の選択 @lovepeaceyoutoo · 6時間6時間前 
フクイチで新たな恐怖！核燃デブリ「地底臨界」危機進行中！東日本どころか地球規

模の超巨大原子力災害に

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/5b4007cf6abfaa57e776198383bbf9af … @sohnandaeさ
んから

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
短期記憶力の減退。長期記憶の取り出しの失敗。甘えと自己主張の増加。他人の感覚

への共感の減退。状況把握の鈍化。滑舌がわるくなる。ドイツの医師が、脳障害に警

告しています。ベラルーシの人々が集中できないのは、「放射能恐怖」ではなく、脳

障害だと言明しています。

War Is Overさんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 9時間9時間前 
「米ワシントンポストは30日、全米の警察官が公務中に射殺した市民の人数が2015年1
月から5月までの5カ月間だけで計385人（うち女性20人）に上るとの独自調査の結果を
報じた。この数字はこれまでに米政府が発表してきた平均値の2倍以上で毎日2人が射
殺されていることになる」とのこと。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 10時間10時間前 
日本が韓国に敵意を持つよう誘導されているように、韓国もまた日本に敵意を持つよ

うに洗脳・誘導されている。バックにどの国がいて、日本と韓国が争ったらどこの国

が利益を得るのかを見定めなければ、他国の利益の為に殺しあうことになる。 

War Is Overさんがリツイート 

http://bit.ly/1e2ha94
http://ln.is/togetter.com/li/XPkWW
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/5b4007cf6abfaa57e776198383bbf9af


ume @ume130 · 10時間10時間前 
開いた口が塞がらない。　　口永良部島・新岳火口付近に気象台が設置していた観測

機は、昨年8月の噴火でほぼ全滅していた事実。
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/9fbfa1fa8c8571acf3083471e81f1446 …
@oldblue2012さんから

War Is Overさんがリツイート 
堤未果 @TsutsumiMika · 12時間12時間前 
企業に、本人に無断での個人情報利用目的変更を許可したと思ったらこんだコレ→政

府は（早ければ6月〜）国際線全乗客の個人情報提出を航空会社に義務化する模様。乗
客氏名、発着地、旅券＃を始め、「クレカ番号」も。愛国者法直後のアメリカと重な

るhttp://goo.gl/iAQ3QC

War Is Overさんがリツイート 
元々岡田猫 @yousaymale · 14時間14時間前 
みんなが次々に「国家の敵」に認定されて消されていく時代なんだから、そういう国

家そのものを「民衆の敵」として規定していく以外に道はないのですよ。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
The daily olive news @olivenews · 14 時間14 時間前 � 東京都 中野区 
イラク・アフガン帰還兵36万人に脳障害　米国防総省が正式に認める
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200903201702005 …
爆発の衝撃波や劣化ウラン弾も疑われている 

War Is Overさんがリツイート 
こう @Satan_02 · 5月29日 
マイナンバー

もしかして政府に対して悪口を言ったら、病院に行けなくなるようなことも簡単にで

きてしまう。預金口座の凍結もマイナンバーからできるかもしれない。国民は国の奴

隷同様に扱うことができるようになるかも！

国民は考えなくていいの？ 

War Is Overさんがリツイート 
みぃ太 @Jungle__smile · 5月24日 
二年半前白血病になった友人

一年近く抗癌剤して退院できたのに

一年後に白血病再発

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/9fbfa1fa8c8571acf3083471e81f1446
http://goo.gl/iAQ3QC
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200903201702005


この前移植手術が終わった

原発事故後、お国からの命令で被災地の瓦礫処理をしに数ヶ月行ってた

でも、こんなこと書くと『デマ』って言われる

友人が今も闘ってるのに『デマ』って…

https://www.youtube.com/watch?v=gPslo1DpE0E
The Heart of the Witch 

私の脳内と、どっちが異常な世界なのか判らん…

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
海水の放射性物質濃度、過去最高に　福島第一原発(5/30 NNN)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5239.html …
私はフクイチ事故直後に「太平洋は死滅した」と繰り返し書いた

フクイチ全電源喪失の瞬間に定まった太平洋死滅の運命は、誰にも絶対に止めること

ができなかった

https://www.youtube.com/watch?v=CZpbxT1xRNE
Evangelion 3.0 OST: Gods Message
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日8:52
現在完全に「何も考えられません」…

つまり、

「巨大地震がもうすぐ揺れます」…。
　（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=gPslo1DpE0E
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5239.html
https://www.youtube.com/watch?v=CZpbxT1xRNE
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日10:19
札幌は一見快適。(^_^;)
但し、大気中水蒸気には、

トリチウム標準搭載。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日10:33
脳貧血と目眩。

霊視界の眼前がヌリカベ状態。

…(∋_∈)…防御でもあり、
目隠しでもあり…(・_・;)…
 

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


（６月１日）　大事なことだから二度貼りましょうね。

http://85358.diarynote.jp/201506020050332579/

「早く！山に！早く！」！■１号機に燃料なし

ってチャイナシンドローム！■ＮＨＫもさらっ

と流すんじゃねぇよ！

2015年6月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=nurVD0EtyJ4
Evangelion 3.0 OST - Gods Message Extended 

大事なことだから二度貼りましょうね。

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
短期記憶力の減退。長期記憶の取り出しの失敗。甘えと自己主張の増加。他人の感覚

への共感の減退。状況把握の鈍化。滑舌がわるくなる。ドイツの医師が、脳障害に警

告しています。ベラルーシの人々が集中できないのは、「放射能恐怖」ではなく、脳

障害だと言明しています。

https://www.youtube.com/watch?v=2zqKm_4Rjnc
幻想魔伝 最遊記　OP　FOR REAL 

胡夢広海 @ToyBoxCreate · 5分5分前 
円安進行の原因は、東電フクイチが水素爆発しそうだから、なのかも。

メディアはどれも信用できないのが一番大問題。

真実は何故か、海外から入ってくるという。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
太平洋岸の海抜１００ｍ以下の住居では、揺れたら何が何でも真っ先に退避せよ

http://85358.diarynote.jp/201506020050332579/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150602/85358_201506020050332579_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150602/85358_201506020050332579_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150602/85358_201506020050332579_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nurVD0EtyJ4
https://www.youtube.com/watch?v=2zqKm_4Rjnc


海抜２００ｍ以上を目指せ

必要な非常用資材は車に積んでおく

車がなければ避難シュミレーションを

できる限り海岸線から離れ、高台に向かうこと

必要資材はザックに入れておく、枕元には運動靴を

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
未明が満月　ただいま月齢１４．３　

今夜から一週間くらいの間、太平洋岸は津波が来ると思って警戒すべし

本当なら海抜４００ｍ以上に退避すべきだが、もう遅いか

amaちゃんださんがリツイート 
onodekita @onodekita · 5時間5時間前 
@Tanisennzo 大丈夫ですよ。九電の評価によれば、九州の火山噴火は川内原発だけは
避けてくれるそうですから。 超能力者もお抱えしているようです
https://twitter.com/mas__yamazaki/status/604976111202615296/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 6 時間6 時間前 
【葬儀場付近で車突っ込み９人けが、千葉】

千葉県警によると、同県松戸市の葬儀場の玄関付近で、参列者に住職の乗用車が突っ

込み、９人が重軽傷。

http://nerv.link/lgkn1J

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
Googleトレンド検索　東京都
窒息死

酸素不足

酸素欠乏症

呼吸できない

ブルーベビー：メトヘモグロビン血症

飲食物中の硝酸態窒素。空気中の窒素酸化物が原因で乳児にメトヘモグロビン血症を

引き起こすことがある（水では死亡例も）

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【サイバー攻撃で年金情報百数十万件が流出か】（続き）

日本年金機構は、このあと記者会見して詳しく説明することにしています。

（2015年6月1日 16:47 NHK）

https://twitter.com/mas__yamazaki/status/604976111202615296/photo/1
http://nerv.link/lgkn1J


amaちゃんださんがリツイート 
chatran伊藤@脱原発 @chatran6 · 11時間11時間前 
@tokaiamada @hanayuu
【奇妙な女と出会った話】

http://blog.livedoor.jp/o_cult/archives/1029275326.html …

「早く！山に！山に！とにかく早く！」

この日が2011年3月8日石巻
→東日本大震災

そしてさっき（31日）また奇妙な女に出会った話
#地震予知 #前兆 #災害

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 13 時間13 時間前 
名無し：2015/05/31(日) 09:03ID:XXXXXXXX
ロシア国営メディアがドローンで撮影した福島の放射性廃棄物保管場の規模がヤバイ

https://www.youtube.com/watch?v=UCP7PFT9coU …
#ドローン規制はこれを阻止したい意図見える

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi · 14 時間14 時間前 
北野名誉教授は「私は、希代の詐欺集団であった豊田商事の被害者弁護団長をつとめ

たが、コンビニの優良企業といわれるセブン‐イレブンの詐術は、豊田商事以上であ

るという感を深くしている」と論評しようとしたが、その記述は削除されている

。http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150601/1433115182 …

amaちゃんださんがリツイート 
kamitori　平和と緑の生活が第一！ @kamitori · 5月31日 
RT @kitahamamikiya おいおい！ ■１号機に燃料なしって ■それって人類初のチャイ
ナシンドロームって事でしょ！ ■こんな大変な事を、ＮＨＫもさらっと流すんじゃね
ぇよ！ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/603084099100626945/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 5月28日 

http://blog.livedoor.jp/o_cult/archives/1029275326.html
https://www.youtube.com/watch?v=UCP7PFT9coU
http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150601/1433115182
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/603084099100626945/photo/1


福島棄民、沖縄棄民だけかと思っていたら、自衛隊もいよいよ棄民の対象になった。

これからの戦争は、何のための戦争か、何のために命を賭けるのか、何のために死ぬ

のか、誰もわからないに違いない。必要性も必然性もない戦争。それがこれからの戦

争であり、傭兵の宿命になる。ひどい政治だ。

https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
最遊記外伝〜Ta-lila〜僕を見つけて〜 

おっとしまった…！

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
チャリンコに乗ってる人は気を付けて下さい

今日から自転車の法律が変わりましたよ。

①車道の逆走

②信号無視

③酔っぱらい運転

④歩道のスピード超過

⑤スマホ＆音楽のながら運転

１４項目で罰則が自動車並みに厳しくなってます。

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】

https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M


（６月４日）　まさかの弟子屈連発。（；‾Д‾）

http://85358.diarynote.jp/201506040704066452/

まさかの弟子屈連発。（；‾Д‾）
2015年6月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

まじ北海道が割れるかも？

和魔和さ、07時03分。
…まだ寝る…。(・_・;)

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 � 北海道 津別町 
【M2.6】弟子屈付近 深さ3.4km 2015/06/04 05:36:24
(G)http://j.mp/1BKKnwU (Y)http://j.mp/1RKeZIr

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 釧路市 
【最大震度2】(気象庁発表) 釧路地方中南部 深さごく浅い M2.8 4日04時51分頃発生 
(G)http://j.mp/1Fuv8Jn (気象庁)http://j.mp/1FuybBk

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 釧路市 
【最大震度2】(気象庁発表) 釧路地方中南部 深さごく浅い M3.7 4日04時49分頃発生 
(G)http://j.mp/1Fuv8Jn (気象庁)http://j.mp/1df83Uc

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 釧路市 
【最大震度5弱】(気象庁発表) 釧路地方中南部 深さごく浅い M5.0 4日04時34分頃発生 
(G)http://j.mp/1Fuv8Jn (気象庁)http://j.mp/1cy0M19

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.5】根室地方 深さ70.2km 2015/06/04 03:24:07
(G)http://j.mp/1FuERAn (Y)http://j.mp/1FuERQB

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 美唄市 
【M3.4】石狩平野 深さ173.0km 2015/06/04 01:43:18
(G)http://j.mp/1ANZv1D (Y)http://j.mp/1KEaxXv (アニメ)http://j.mp/1KEavi8

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
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【M2.9】青森県東方沖 深さ69.0km 2015/06/04 00:53:03 http://j.mp/1QpGBjs

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 弟子屈町 
【M2.5】弟子屈付近 深さ5.0km 2015/06/03 22:08:19
(G)http://j.mp/1SVQcm6 (Y)http://j.mp/1dearup

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 弟子屈町 
【M3.9】弟子屈付近 深さ5.4km 2015/06/03 20:39:21
(G)http://j.mp/1ePjFyj (Y)http://j.mp/1dLy5iX (アニメ)http://j.mp/1JpL1GF

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.0】襟裳岬南東沖 深さ29.3km 2015/06/03 20:13:40
(G)http://j.mp/1ePgiaO (アニメ)http://j.mp/1JpHiZM

https://www.youtube.com/watch?v=MvsSk7dvl5M&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-
6OVu27xsk
Chinese War Theme 1 

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 13分13分前 
ちなみに雄阿寒岳もさいきん活火山になりましたのでお忘れなく

　http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/sapporo/120_Oakandake/120_index.html …

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
ツブヤキタイガー @TWITTING_TIGER · 18分18分前 
地震：釧路で震度５弱＝４日午前４時３４分 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20150604k0000e040185000c.html?inb=ra …

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
時事コム東日本大震災 @i_jijicom_eqa · 32分32分前 
北海道・釧路で震度５弱＝雌阿寒岳「変化ない」−気象庁 http://i.jiji.jp/jc/forward?
g=eqa%26k=2015060400047%26utm_source=twitter%26utm_medium=eqa%26utm_campaign=twitter
… #jishin #jisin

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 1時間1時間前 
気象庁によればまあ過去にもあったと。

https://twitter.com/usa_hakase/status/606230195893202944/photo/1

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 1時間1時間前 

http://j.mp/1SVQcm6
http://j.mp/1dearup
http://j.mp/1ePjFyj
http://j.mp/1dLy5iX
http://j.mp/1JpL1GF
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https://www.youtube.com/watch?v=MvsSk7dvl5M&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-6OVu27xsk
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/sapporo/120_Oakandake/120_index.html
http://mainichi.jp/select/news/20150604k0000e040185000c.html?inb=ra
http://i.jiji.jp/jc/forward?g=eqa%26k=2015060400047%26utm_source=twitter%26utm_medium=eqa%26utm_campaign=twitter
https://twitter.com/usa_hakase/status/606230195893202944/photo/1


AQUAによれば、ゆうべの屈斜路のが横ずれ断層、けさ未明の阿寒の２つが逆断層 

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 2時間2時間前 
屈斜路と阿寒の地震て別々みたいだ。やな感じ。hinetより 
https://twitter.com/usa_hakase/status/606226413880897537/photo/1

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
災害担当記者のつぶやき @antidisaster · 4時間4時間前 
気象庁の観測によると震源は「ごく浅い」ので、実際には10㎞未満の可能性。震度5弱
を観測した釧路市阿寒町阿寒湖温泉は震源に近く、しかもほとんど直上にあるように

見える。 
https://twitter.com/antidisaster/status/606192031619268608/photo/1

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 10時間10時間前 
17世紀の道南とか19-20世紀初めの東北とかの噴火連発すごいことをきちんと認識して
る人は決して今が活動期なんてまだまだ言えないね。

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 11時間11時間前 
17世紀の北海道は別格として，18〜19世紀は日本の主要な活火山がほとんど噴火して
いるんだわな．この表以外でも岩手山・鳥海山・霧島山や諏訪之瀬島などが噴火し

てる．→NHK そなえる 防災｜コラム｜今後の火山活動と噴火予知　
http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20130114.html …

https://www.youtube.com/watch?v=bl4Sw5qJBgE&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-
6OVu27xsk&index=4&spfreload=1
Epic Chinese battle music - The Forbidden City 

…曲と内容が直接関係なくてすいません…☆
（＾＾；）       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日9:47
特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【地震 04:34】

https://twitter.com/usa_hakase/status/606226413880897537/photo/1
https://twitter.com/antidisaster/status/606192031619268608/photo/1
http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20130114.html
https://www.youtube.com/watch?v=bl4Sw5qJBgE&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-6OVu27xsk&index=4&spfreload=1
http://85358.diarynote.jp/
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［震度５弱］釧路中南部

［震度３］十勝北部

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報（解除） 2015年06月04日 03:22】
石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年06月03日 21:56】
日本海側南部と太平洋側西部の大雨の峠は越えましたが、日本海側南部では引き続き４日未明ま

で河川の増水やはん濫に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【胆振・日高地方 警報情報（解除） 2015年06月03日 21:29】
胆振・日高地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

胆振地方では、土砂災害や河川の増水に注意してください。胆振、日高地方では、低い土地の浸

水や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日9:55
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
北海道：釧路・阿寒湖の近くで震度５弱。

その後も地震が連発。昨夜も同じエリアで２度おきてる。震源の深さが浅いので、たぶん火山関

連の地震だと思う。このエリアは活火山の「阿寒岳、アトサヌプリ山」など気象庁が警戒監視し

てる火山がある

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日10:14
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
大間プルトニウム原子炉の持つ恐怖

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/95de4827ccc57334495b20b6dd306f86 …

http://85358.diarynote.jp/
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（６月８日）　肌質っていうのは体内汚染の指標。肌質っていうのは脳。

http://85358.diarynote.jp/201506080021555659/

肌質＝脳。

2015年6月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　　

https://www.youtube.com/watch?v=IeQAHpffD90&index=6&list=PLSrqGXdBl-
yqJ_ZAdvf5RuYR8baej9p8i
Po’li by Clark Tenakhongva 

neko-aii @neko_aii · 16分16分前 
x_pq_x 2015年6月4日
関東の医療関係（検査技師）の友人が

言ってましたが、

避難者の方の白血病が増加してるそうです。

甲状腺よりも多いそうです。

鼻血は子供にみられるそうです。

War Is Overさんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton · 28分28分前 
【速報】石原慎太郎氏、救急搬送　体調不良訴え

http://mainichi.jp/select/news/20150608k0000m040086000c.html … 

neko-aii @neko_aii · 30分30分前 
西や海外への疎開荷物は要注意

「汚染された衣服、靴は脱ぎ捨てること」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/019335050d1ead101567433903d775df …
特に自家用車持ち込みは

ﾀｲﾔ、ｼｰﾄ、ｴｱﾌｲﾙﾀｰに相当量の汚染があるので要注意

普段使用していた靴の裏は、

水洗いしてもロシア製ｶﾞｲｶﾞｰにすぐに反応

Lightworker @Lightworker19 · 60分60分前 
【拡散】ECOXIA　そのうち政治家も官僚たちも東京に住むかぎりバタバタと倒れて

http://85358.diarynote.jp/201506080021555659/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506080021555659/
https://www.youtube.com/watch?v=IeQAHpffD90&index=6&list=PLSrqGXdBl-yqJ_ZAdvf5RuYR8baej9p8i
http://mainichi.jp/select/news/20150608k0000m040086000c.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/019335050d1ead101567433903d775df


いく。何せチェルノブイリ事故のウクライナ以上に土壌汚染度の高い地域に人間がひ

しめき合って住んでいる。セシウムだけで平均キロ800ベクレルもある土地に住み続け
ること自体が異常で狂気の沙汰。

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2014/05/08
(宇都宮在住)身体に紫斑ができはじめて、1週間で死亡『白血病』
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3bddb4e824fb52835c787bb1aa4b3e91 …
＞『はだしのゲン』でも死ぬ前の紫斑は出ていたね。

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2011-10-2
東京都東部、世田谷で紫斑病の子が多いのことですが、

わが子も紫斑病に罹っております

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/88d5eec9e8bee5897692104e4e719079 …
東京都世田谷の友達

2歳女の子が『紫斑病』と診断されたと
『紫斑』原爆症や劣化ウラン弾を

扱っていた米軍兵士にもおきていた症状

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
_Rui_x2 2011年6月4日
今の私の足の紫斑の様子を写真にに撮ったよ！

これはほんの一部だよ(^^;;
痛くも痒くもないのw
歩いたり立っていたりすると出るんだ。

紫斑病って変な病気だよww 
https://twitter.com/neko_aii/status/607535699730927616/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
乳癌専用の放射線検査機器、マンモグラフィーに至ると最低レベルでも40,000μSv

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
大間プルトニウム原発推進知事を選んだ青森県民

君たちだけが被曝死するならいい

だが大間原子炉がメルトダウンすれば１００％人類滅亡になる

青森県民の愚かな選択が人類を滅亡させるのだ！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3bddb4e824fb52835c787bb1aa4b3e91
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/88d5eec9e8bee5897692104e4e719079
https://twitter.com/neko_aii/status/607535699730927616/photo/1


特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【青森県知事選 現職・三村申吾氏が当確】
任期満了に伴う青森県知事選挙は7日に投票が行われ、無所属の現職で、自民党青森県
連と公明党が推薦する三村申吾氏の4回目の当選が確実になりました。
http://nerv.link/DnjIE3

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
大間原発、まさしく時限爆弾！危険な世界初フルＭＯＸ原発！申請の電源開発は原発

未経験、シロウトが運転 
http://kimito39.at.webry.info/201412/article_69.html …
青森・大間プルトニウム原発の危険性、石油ストーブで“ガソリンを燃やす”と同じ！小
出裕章

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/95de4827ccc57334495b20b6dd306f86 …

kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
さらに悪いことは、フクイチ産のホットパーティクルには、α線を出す核種だけでは

なく、中性子線を出す核種が含まれていることだ。

高崎CTBTにはフクイチの再臨界を示す証拠が明確に残ったが、これを日本政府は隠滅
させた。

amaちゃんださんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 4時間4時間前 
@GoodBye_Nuclear @reishiva @hanayuu @tokaiamada @keiki22 
福島原発作業員の甲状腺被ばく者　公表の11倍だった 
http://5.tvasahi.jp/000009029?a=news&b=nss … 11倍 

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 6時間6時間前 
女性自身　6月16日号よりここは原発作業員なら全面マスク酸素ボンベもつけるくらい
危険

南相馬市 

amaちゃんださんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 6時間6時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 
イッキュプラトゥーン@マジカルミライ
名無し：2015/05/23(土) 15:13 ID:XXXXXXXX

http://nerv.link/DnjIE3
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神奈川近辺在住

https://twitter.com/Ikkyu_19/status/601494031194021889 …
先日、部長が心筋梗塞で入院したんですが昨日、今度は常務が尿管結石で入院しそう

らしくうちの会社がやばい。

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
日光市はもはや放射能の汚染地域として、公表されている。　http://bit.ly/18e6oM5

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
頭痛や下痢は典型的な被曝症状です。

amaちゃんださんがリツイート 
天木直人 @amakinaoto · 11時間11時間前 
辻元清美という民主党議員がテレビ番組に出て喋っていた。民主党が再び政権をとっ

たら安保法制案を廃案にすると。社民党の議員ではなかったのか。いつから民主党の

党首になったのか。何よりも民主党が政権を取れると本気で思っているのか。

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
電車の運転士が【熱中症】で倒れた

半世紀聞いたことがない

５月下旬、東海道線で運転士や車掌が熱中症とみられる症状で搬送され、電車が緊急

停止して乗客が閉じ込められるなどの事態が続いた。このため、報告を不要にして水

分補給を促すことにした

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150607-00000012-asahi-soci&pos=1 …

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
海上濃霧警報と、福島原発周辺の観測所、測候所の湿度は一致している。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
肌質っていうのは食べているもの。

肌質っていうのは体内汚染の指標。

肌質っていうのは脳。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 15時間15時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました ToT
名無し：05/23 14:54
https://twitter.com/keikot65/status/601641643700191232 …

https://twitter.com/Ikkyu_19/status/601494031194021889
http://bit.ly/18e6oM5
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150607-00000012-asahi-soci&pos=1
https://twitter.com/keikot65/status/601641643700191232


都内在住の家人の友人、母親に癌が見つかってから3ヶ月で脳梗塞を併発し亡くなった
そうだ。祖母も続き、姉は6ヶ月で死産…。ここ数ヶ月の間に不幸が続き、話を聞いて
もかける言葉がない…

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
前東海村長：福島は居住不可能と宣言する必要がある。状況は悪化、戦時中の避難の

ように人々を離れた所へ移動(ENENews)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/169.html …

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 6月6日 
日本ではなく、「アメリカ」がサイバー攻撃された場合、日本が集団的自衛権で、「

通常兵器」で反撃する。防衛省は頭がおかしい連中らしい、イカれてる

。http://mainichi.jp/select/news/20150606k0000m010157000c.html?inb=tw … 
https://twitter.com/kininaru2014111/status/607063385851588608/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=tktRZVRGJO4&list=PLSrqGXdBl-yqJ_ZAdvf5RuYR8baej9p8i
Zuni cloud burst (Clark Tenakhongva) 

Lightworker @Lightworker19 · 14時間14時間前 
私が簡単に申し上げますと微小なガンを理由に、運の悪い人が手術と薬剤で殺された

わけです。費用対効果が低いだけならいざ知らず、早期にガンを発見され＜なかった

＞がん患者の方が長生きしたのでは、がん検診は悪徳詐欺といっても同じでしょう。

http://bit.ly/130tTyP

https://www.youtube.com/watch?v=FtRFiAe7wvE&list=PLSrqGXdBl-
yqJ_ZAdvf5RuYR8baej9p8i&index=9
MVI_0545.MOV Hopi elder singing and drumming in Blacktail Canyon, accompanied by flute 

https://www.youtube.com/watch?v=F4lTokRepCc&index=2&list=PL9B471C0EC2D52BFB
法楽太鼓 1 「観音経」 東谷寺 （真言宗豊山派）

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 8時間8時間前 

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/169.html
http://mainichi.jp/select/news/20150606k0000m010157000c.html?inb=tw
https://twitter.com/kininaru2014111/status/607063385851588608/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=tktRZVRGJO4&list=PLSrqGXdBl-yqJ_ZAdvf5RuYR8baej9p8i
http://bit.ly/130tTyP
https://www.youtube.com/watch?v=FtRFiAe7wvE&list=PLSrqGXdBl-yqJ_ZAdvf5RuYR8baej9p8i&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=F4lTokRepCc&index=2&list=PL9B471C0EC2D52BFB


自民党青年部の街宣横で戦争反対コール。カウンターが自民党を圧倒。（33分ごろ
から） / @rokoroko0919 キャス http://cas.st/a651c20

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
植松青児 @uematsuseiji · 9時間9時間前 
自民党青年部の街頭宣伝（中央奥の宣伝カー）に異議を唱える市民たちが二重三重に

集まり、肉声で「戦争反対」などを訴え続ける｡完全に圧倒していた。 
https://twitter.com/uematsuseiji/status/607422415124074496/photo/1

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
nāgita #antifa @naagita · 10時間10時間前 
新宿西口の自民党街宣カウンターすげぇ…… #戦争立法絶対反対

https://www.youtube.com/watch?v=xbNDmKFzzG8
Native American ~ Spiritual Music ~
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月8日0:27
てことは、とりあえず、私の鉄面皮から逆算するに…

脳ものうまる！ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月11日8:29
火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前 
#実年齢はさておきツイッター上では何歳に見えますか
こんなタグを置くと46億歳とか半減期2億年とか言われそうだけれど…
 

http://cas.st/a651c20
https://twitter.com/uematsuseiji/status/607422415124074496/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=xbNDmKFzzG8
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月12日）　派遣法が改正されて、同じ会社で長く派遣で働いていた知人はとうと
うやめなければいけなくなり、短期の仕事を転々。

http://85358.diarynote.jp/201506130019385766/

雨に濡れた乳児の頭：0.43μsv/h／群馬県前橋市
テルル129、67兆ベクレル決定！／函館でヨウ素
１３１が検出されている。

2015年6月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

２２：５５〜ＰＣ作業中。

札幌。風向きが変わって、

「咳の出る酷い空気」来襲中…
…（＝＝＃）…
https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
QUIERO CAMBIO - Protesta 

War Is Overさんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi · 6 分6 分前 
『世界の野生動物、過去40年で半減 WWF発表』世界自然保護基金（WWF）は、世界
の3000種余りの脊椎動物の個体数を調査した結果、過去40年で地球人口が2倍近くに増
加した一方で、野生動物は半数以下に激減していとの報告書を発表した

。http://www.afpbb.com/articles/-/3027464 …

neko-aii @neko_aii · 10 分10 分前 
HayakawaYukio 2011年5月
東京葛飾区小菅で計測

室内：0.17μsv/h
雨に濡れた服：0.6μsv/h
雨に濡れた乳児の頭：0.43μsv/h（計測器：CDV-700）
保育園玄関から車に乗るまでに濡れました

子供は雨に濡れない方が良さそうです”

http://85358.diarynote.jp/201506130019385766/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150613/85358_201506130019385766_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
http://www.afpbb.com/articles/-/3027464


Lightworker @Lightworker19 · 15分15分前 
【拡散】k2cyan こちらから⇒当確速報！「4/2,10：00.電話にて最後の確認」群馬県前
橋市テルル129、67兆ベクレル決定！ http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-174.html
……

neko-aii @neko_aii · 40分40分前 
腐敗の極みーー東日本大震災の“遺体検案”架空経費計上で裏ガネを作っていた警察
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f32503453759fb15b290235b2ce06f60 …
東日本大震災で亡くなった方の遺体の検案

医師に遺体１体につき３０００円払ったことにしていた

安保 隆 @AmboTakashi · 1 時間1 時間前 
フクイチ：放射性水蒸気間欠泉：霧の摩周湖、霧のサンフランシスコ、かつての霧の

ロンドンもびっくり。http://ameblo.jp/neomanichaeism/entry-12038085353.html …

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
横須賀線車内で毎時10マイクロシーベルトを超える高い数値が検出
。http://amba.to/ZyKYOt 
https://twitter.com/Lulu__19/status/311708800417665025/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
健康相談のランキングが酷いことに　２位「甲状腺を全摘することになった」

　http://bit.ly/13X2tLU

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
函館でヨウ素１３１が検出されている

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 5時間5時間前 
高層建築物の新規建築は禁止にすべき。阪神・淡路大震災の直下型地震で、初期の衝

撃的Ｐ波は５０万ガルに達したという考察がある。 今の日本に６０ｍを超す建物は
約2500ある。 http://goo.gl/cBGBVE

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 6 時間6 時間前 
名無し：2015/05/27(水) 06:50 ID:XXXXXXXX
snoopymaygon
スターングラスが、ニューロン間通信に使われるカルシウムイオンの替りにSr90が脳
に入ってしまった場合、前頭葉でそれがβ崩壊したら、てんかんや意識消失が起きる

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-174.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f32503453759fb15b290235b2ce06f60
http://ameblo.jp/neomanichaeism/entry-12038085353.html
http://amba.to/ZyKYOt
https://twitter.com/Lulu__19/status/311708800417665025/photo/1
http://bit.ly/13X2tLU
http://goo.gl/cBGBVE


と言っている。

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
【不正選挙】ある匿名の方が、投票せずに投票用紙を持ち帰りました。 ところが、そ
の選挙区の開票結果を見ると「持ち帰り票ゼロ」となっています。 つまり、選管が実
際の選挙結果を改竄したということです。http://amba.to/1dWeBzF

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
「我々は神を信じる」というアメリカの標語は不気味。

その神は堕天使ではないのか。

異常な支配階層がいて、異常な人間界にしているとしか思えない。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
昨日の午後の三陸沖

14時前後に発生した、M5.8、M5.7、M5.4、M4.7 の４連発の地震の後の、14時51分に
福島原発で電源停止のトラブル。　デカい地震が起こると、毎回、何らかのトラブル

が起こる不安定な状態。

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
【拡散】iwakamiyasumi 情報を開示すべき。tex_yam: また海外のネット情報頼り。
SPEEDIはどうした？使わないの？dub314: 【原発湯気放出中、東日本要注意】

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
八丈島でまたもや湿度100パーセントが連続しています。
福島、千葉も沿岸部で高湿度状態が続いてます。

海上は風があるのにも関わらず濃霧警報。

amaちゃんださんがリツイート 
チューリップ 2015 @tulips · 12時間12時間前 
チューリップさんがリツイートしました おがたけいこ
派遣法が改正されて、同じ会社で長く派遣で働いていた知人はとうとうやめなければ

いけなくなり、短期の仕事を転々。 

Lightworker @Lightworker19 · 14時間14時間前 
【拡散】MORIMORIKIDS　リニア新幹線VS東海道新幹線シミュレーション。たいし
て時間は変わらない驚愕の結果 http://blogos.com/outline/70231/ ：電気を食うだけ。原
発最稼働の理由に利用必至。電磁波問題は未解決。ほとんどトンネル内。こんなもの

http://amba.to/1dWeBzF
http://blogos.com/outline/70231/


で喜ぶ馬鹿。

amaちゃんださんがリツイート 
元原発技術者·平井憲夫 bot @hirainoriobot · 14時間14時間前 
115.核兵器、これは怖い。高純度プルトニウムを抽出する設備を東海村で運用している
。これは高速増殖炉にも使えない。では何に使うか。アメリカのクリントン大統領も

研究しかけたんですが、ゴアがその設備を全部壊した。絶対にやっては駄目だと。そ

れを日本は東海村でやっている。※講演は96年

amaちゃんださんがリツイート 
ハンニバル @sockskurogohan · 14時間14時間前 
@tokaiamada 日本のことなのに日本人には教えない！
英語のみで公表されていた福島第一原発「港湾外」海水データ！！　「F1 Issues」の
謎を追え！！ http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/83450/81762/100028571 … 

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 15時間15時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました Sanchan
名無し：06/12 00:34
価格が下落傾向の福島産のお米、全国の流通状況が判明！

全国1位東京、2位兵庫、3位新潟、4位沖縄、5位大阪！
https://twitter.com/Sanchan34/status/608977149098270720 …
沖縄には、農家から一俵数万円にもならない放射性廃棄物と化した汚染米が船で運ば

れた

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：06/12 05:37
何か沖縄がおかしいんだけど。

沖縄おくやみ情報 70歳以下
http://okinawaokuyami.com/ 
6月
朝明様(69歳) 2015/06/01
光信様(69歳) 20… http://twishort.com/8vwic

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 16時間16時間前 
【不気味】三陸沖で地震が連発！２４時間で１０回以上も発生！東日本大震災の数日

前と類似！M5.6、M5.8、M5.7、M5.4等など！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-
6793.html …

http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/83450/81762/100028571
https://twitter.com/Sanchan34/status/608977149098270720
http://okinawaokuyami.com/
http://twishort.com/8vwic
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6793.html


過去に発生した２０１２年１２月の東北沖マグニチュード７クラスや東日本大震災の

前日並です。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：06/02 12:48
hunterkani
日本人:目に血の塊、手の血管が破裂し皮膚が割ける、脳に血の塊、咳が止まらなくて
喉から血の塊を吐く、耳から血が垂れてくる、鼻血が止まらず最後に指先くらいの血

の塊を出す

口の中で数分の間に血豆ができる

全部20歳代くらいでーす

Lightworker @Lightworker19 · 20時間20時間前 
南相馬とベラルーシの土壌汚染を棒グラフで比較しようとしたら ベラルーシが低すぎ
て見えなくなった。http://amba.to/1hdkhwY

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
太平洋岸各地の湿度が上昇してきました。

http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/index.html …

Lightworker @Lightworker19 · 6月11日 
全身倦怠・疲れやすいと訴える人がもっとも多く、続いて、 のどの痛み、脱力感、
頭痛、下痢、食欲不振の順 症状別にみてみると「風邪を引きやすくなった」が最も
多く、次いで咳・痰「体がだるい」、眼精疲労、肩こり・首の痛み、頭痛、イライラ

の順。http://bit.ly/1nAFRuY

ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 6月11日 
@pecko178 恐らく、そうだと思います。
ご遺体は、コンクリート詰めにして

少し離れた場所に海洋投棄された可能性も

疑っています。

フクイチ周辺のあちこちに、核燃料棒の破片が飛び散っているので、

急性被爆死していても何等、不思議ではないですね。

https://www.youtube.com/watch?v=KNmnbOmWpgA
Highland - Se tu vuoi 

http://amba.to/1hdkhwY
http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/index.html
http://bit.ly/1nAFRuY
https://www.youtube.com/watch?v=KNmnbOmWpgA


https://www.youtube.com/watch?v=llxt1iLUK6c
Highland - Bella Stella (1999) 

Lightworker @Lightworker19 · 18時間18時間前 
東京から避難できるのは、よく言えば「自己を確立した人間」、彼らからすれば「

傲慢」な人間だということです。だからみんな、われわれのことを悪く言うんですよ

。　http://bit.ly/18nEYE4

https://www.youtube.com/watch?v=1Tun8kIjsq4
Highland - Magic fortuna 

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
twomaemoka @twomaemoka · 6時間6時間前 
NHK も、全国紙も、黙って解約です。
声も出さず、静かに解約されることが、一番堪えるはずです。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 6月11日 
NHKだけ受信しない装置「イラネッチケー」　約130個売れる
http://www.news-postseven.com/archives/20150611_327969.html … #postseven
アンテナ入力端子などに取り付けるとNHK総合とNHK教育の周波数をカットする「地
上波用」7965円
https://twitter.com/Tanisennzo/status/608886933058551809/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=rgQp8yyDm1k
Highland - Eternita

https://www.youtube.com/watch?v=llxt1iLUK6c
http://bit.ly/18nEYE4
https://www.youtube.com/watch?v=1Tun8kIjsq4
http://www.news-postseven.com/archives/20150611_327969.html
https://twitter.com/Tanisennzo/status/608886933058551809/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=rgQp8yyDm1k


（６月15日）　生活不活発病だって。体力が急激に落ち、疲れやすくなり鬱状態、老
化などの症状。福島、岩手、宮城の順に介護の必要な人の割合が多くなっているらしい
。何のせいか、明らかだよね。

http://85358.diarynote.jp/201506150033518789/

まず、一人で逃げること。そして、逃げるように呼びかけること

。

すると逃げる人の数が増えて、周りの人々が動き始める。

2015年6月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　　

https://www.youtube.com/watch?v=S8eilh3QwsM
【MV】 GO WAY GO WAY〜NO WAY NO WAY／FoZZtone [Official] 

Lightworker @Lightworker19 · 3 分3 分前 
この同調性バイアスを打ち砕く方法は、まず、一人で逃げること。そして、逃げる際

に逃げるように呼びかけること。すると逃げる人の数が増えて、その集団の姿を見て

周りの人々が動き始めるということです。http://bit.ly/AgKreD

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 45 分45 分前 
現在の浅間山の噴煙。

噴火の兆候があり、噴火警戒レベルが引き上げされた浅間山

©気象庁：6月14日16時発表「火山性地震が多い状態。4月は730回、5月は986回、6月
は694回（http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150614160002.html …）」

War Is Overさんがリツイート 
首都圏反原発連合 @MCANjp · 2時間2時間前 
【大拡散を！】伊方原発ってどんな場所にあるの？

こんな場所です（画像）。半島側には約5千人の住民の方がいます。船で九州側へ避難
、という計画ですが、大津波ならどうするつもりなんでしょうか？ 
https://twitter.com/MCANjp/status/601255890587504640/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
首都圏反原発連合 @MCANjp · 2時間2時間前 
【大拡散を！】伊方原発ってどんな場所にあるの？

こんな場所です（画像）。北に日本最大級の断層系である中央構造線、

南に大規模な地震発生源の南海トラフが走っています! 
https://twitter.com/MCANjp/status/602708995065810944/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
韓国、釜山の古里原発1号機を2017年で廃炉へ—仏メディア
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150614-00000027-rcdc-cn …
メルトダウン寸前事故を繰り返す恐怖原発

古里で大事故をやれば日本列島全滅

今の韓国なら意図的に事故を起こしても不思議でない

http://85358.diarynote.jp/201506150033518789/
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http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150614160002.html
https://twitter.com/MCANjp/status/601255890587504640/photo/1
https://twitter.com/MCANjp/status/602708995065810944/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150614-00000027-rcdc-cn


neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
【医者が患者をだますとき】私は告白する

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dddddc8ac77d6375fb70b085b27a47af …
医学生だったころＤＥＳという合成女性ホルモン剤の

研究がさかんに行われていた。

ところが２０年後

妊娠中にこの薬を投与された女性が生んだ子供たちに

膣がんや生殖器の異常が多発したのである。

War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
オムロン「最近、3〜40代の女性アナウンサーやタレントの脳梗塞が相次いで報告され
ています」http://matome.naver.jp/odai/2140725229965932201 …　からだの片側の
麻痺、しびれ、脱力、感覚がにぶい、ろれつが回らない、言葉が出てこない、視覚障

害

amaちゃんださんがリツイート 
大丈夫緑色 @midoridou2 · 3時間3時間前 
若者たちが主催の大規模デモが渋谷で今日の夕方あったことも、国会前で午後に憲法

守れで大勢集まったことも、NHK の首都圏ニュースでは１秒も放送してない。NHK か
ら徒歩ですぐの渋谷ど真ん中で若い人たちが何千人もプラカードあげて歩いたのが何

故無視できるか。

War Is Overさんがリツイート 
Minako @MinakoBowden · 4時間4時間前 
北京で禁煙が徹底される方向で法律が整備されてきたり、日本から輸入した食品が、

産地偽装や、からだに悪いものが検出されたからと中国から突き返される…
世界は確実に、日本の外では動いてるんだなぁ〜

War Is Overさんがリツイート 
菊田邦洋 @palaiso9 · 4時間4時間前 
プール開き…子供達歓声…
Fukushima／福島県きのう13日、福島市で３２.６℃、浪江町で３２.４℃となり、それ
ぞれ今年最高気温記録。同日、プール開きとなった福島市森合市民プールは早速多く

の来場者で賑わい…。と/福島民報 

amaちゃんださんがリツイート 
kamitori　平和と緑の生活が第一！ @kamitori · 6時間6時間前 
【【悲報】報道の自由ランキング、日本の順位が世界６１位に下落！ 遂に韓国にも抜
かれる事態に！大手メディアはほぼ触れず】（真実を探すブログ

）http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6823.html … 2002年から毎年発表する「報道の自
由度ランキング」の順位が安倍政権になってから急降下している。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
skyhighー福島原発の石棺化が第一 @skyhigh0521 · 7時間7時間前 
海保と言われなければ暴力団にしか見えない。>@dd_hassie @sakurabird787b 武道で
鍛えた海保が５人がかりで市民１人に向かうー日本政府が沖縄に奮っている暴力を

象徴 http://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/f080041746f15bff5a65254dd960dc82 … …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dddddc8ac77d6375fb70b085b27a47af
http://matome.naver.jp/odai/2140725229965932201
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6823.html
http://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/f080041746f15bff5a65254dd960dc82


https://twitter.com/skyhigh0521/status/597412269211852800/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
ウィリアムてる @SSalpha · 7時間7時間前 
ブラブラ病に学術的な名前を付けたのか

生活不活発病

福島の治安の悪化もひどいらしい。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【網走・北見・紋別地方 竜巻注意情報】
網走・北見・紋別地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になってい

ます。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に

努めてください。

この情報は14日17:40まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【十勝地方 竜巻注意情報】
十勝地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲

が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてくだ

さい。

この情報は14日16:00まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【岩手県 竜巻注意情報】
岩手県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は14日16:20まで有効です。

neko-aii @neko_aii · 8時間8時間前 
急に視力が落ちて眼科へ、「白内障初期」の診断。”先生に「放射線からでしょうか？
」と聞いたら「うん」”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9a36f22327a495904ca80bde53439955 …

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽の西の端の2360黒点群でMクラスフレアが2回発生しました。
http://swnews.jp #swnews

火山たん @volcano_tan · 9時間9時間前 
人間の歴史上で一度に最も大量の溶岩が流出したのは1783年のラキ火山の噴火だよ。
この時は約14〜15立方kmの溶岩が流出したんだけど…数字で言われても分かりにくい
よね。この溶岩流を東京23区に流すと、だいたい25mくらいの高さになるんだよ。と
ても多いんだよ…！

neko-aiiさんがリツイート 
ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 10時間10時間前 
ショッキング。

https://twitter.com/skyhigh0521/status/597412269211852800/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9a36f22327a495904ca80bde53439955
http://swnews.jp/


岩手県…。
ウラン鉱山の周辺住民に起きている「眠り病」と共通？

“岩手県産農産物に注意”
http://goo.gl/DuwbZA 
https://twitter.com/BoulderGorogoro/status/609941611024257025/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
6月14日11時16分
震源地：日高山脈（マグニチュード3.2　深さ50km）
気象庁（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150614111933395-141116.html …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
深発地震

6月14日 07時38分
宗谷地方（マグニチュード5.1　深さ309.2km）
6月14日 10時02分
北海道北西沖（マグニチュード4.4　深さ264.8km）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/609898391783370752/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M2.0 の中規模フレアとなり、X線強度は、6月14日09:59
JST (14日00:59 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前 
【拡散】tokaiama フクイチ地下で起きていることは本当に恐ろしい。大量の水蒸気が
噴き出し周辺地下水の放射能濃度が爆発的に増えている。溶融沈降した核燃料が再

臨界。北海道で、たった今もヨウ素１３１が検出されている。核爆発もありうる

。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%A8E7%95%8C%E9%87%8F_%28%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%29
……

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
13. よく考えてほしい。硝酸態窒素濃度が高くなった金魚の水槽に発生する藻類を。あ
れも窒素循環の一つなのです。高いとそれを費消する生物群が現れる。

人体ではどうなるか…。飲み水に硝酸態窒素が大量含まれていた場合は人体にカビを
招き寄せる。

War Is Overさんがリツイート 
yoyo@naha @orange519827 · 13時間13時間前 
IS指導者のバグダディは負傷してイスラエルで手厚く治療を受けてたんでしょ？こんな
茶番劇に自衛隊員が出向いて命を落とすなんてダメですよ。

＜ＩＳ＞資金、湾岸富裕層から…貴金属に替え　元幹部証言
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6163519

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
2011/04/28
白血病は、累積被曝量５ミリシーベルトで労災認定

http://goo.gl/DuwbZA
https://twitter.com/BoulderGorogoro/status/609941611024257025/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150614111933395-141116.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/609898391783370752/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%A8E7%95%8C%E9%87%8F_%28%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%29
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6163519


（５ミリでも白血病になることが証明されている）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7571c789a8b703be4537ad6101d5ad25 …
＜３５年間で１０人労災認定　原発労働者の癌＞

１０人のうち白血病６人

累積被曝線量は１２９〜５ミリシーベルトだった

War Is Overさんがリツイート
心に残るTweet大全 @sougo_follow109 · 17時間17時間前 
小学校からパソコンの授業受けてきた世代だけど、「インターネットには間違った情

報も多いから気を付けなさい」は何度も何度も教わったのに、「新聞やテレビには

間違った情報もー」とは一度たりとも教えてもらえなかった。

War Is Overさんがリツイート 
ayu @ayukomasa · 6月13日 
NHKスペシャル、生活不活発病だって。体力が急激に落ち、疲れやすくなり鬱状態、
老化などの症状。福島、岩手、宮城の順に介護の必要な人の割合が多くなっているら

しい。何のせいか、明らかだよね。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 6月13日 
「NPO法人食品と暮らしの安全基金」によると10のミネラルウォーターのうち８つの
ブランドから硝酸態窒素が検出。硝酸態窒素が体内に入るとガン、生殖機能障害等の

健康被害を引き起こす可能性がある。各地の名水も意外と危ない。 
https://twitter.com/kareinaruinbou/status/609570485878132736/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=PP_kmkoNwyE
Sawano Hiroyuki - Epic & Emotional OST Works Music「MiX Vol.Ⅱ」
↔ Compilation Soundtrack
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日0:50
おやすみなさ〜い…☆
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（６月15日）　やがて人々を下痢と倦怠感が襲った。男たちが心臓病で突然死しはじ
めた。朝、自宅を出て数歩歩くとばったり倒れて死亡する若者が続出した。

http://85358.diarynote.jp/201506152132585261/

郡山市が全滅する／群馬県沼田市！…ナニが起こった…ッ!?

2015年6月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=sKfNLqS_3-c
星めぐりの歌 

（関東が突風で線量急上昇…って…、まさか、【核爆発】とか…？？？？）

特務機関NERV @UN_NERV · 27 分27 分前 
【東北地方 気象情報 2015年06月15日 20:16】
東北地方では、南部を中心に１５日夜遅くにかけて雷を伴った激しい雨の降る所があ

るでしょう。低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水、竜巻などの激しい突風、落雷

、ひょうに注意してください。

amaちゃんだ @tokaiamada · 34 分34 分前 
本日、朝から夕方までのラドン

珍しくラドンのピークが確認できません

Bi214=609KeV(305Ch) 

http://85358.diarynote.jp/201506152132585261/
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Lightworker @Lightworker19 · 48分48分前 
勤務先で最近同僚３人の姿を見かけなくなった。スタッフに聞いてみると３人とも病

気療養と判明

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【群馬県 竜巻注意情報】
群馬県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は15日20:30まで有効です。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
年間50ミリシーベルトの被曝を強要する決定をした安倍晋三が、放射能汚染イノシシ
を安全だとデマカセを言って市場に出さないはずがない！

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150205-00010001-agrinews-soci …

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 1時間1時間前 
イノシシ　冷凍庫に満杯　処分費用負担ずしり　先行き見えず狩猟者苦悩　福島県相

馬市（日本農業新聞） http://headlines.yahoo.co.jp/hl?

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
政府は、放射線量が年５０ミリシーベルト以下の居住制限区域（避難住民約２万３

千人）と同２０ミリ以下の避難指示解除準備区域（同３万１８００人）を１７年３月

までに解除し、住民が帰れるように

http://www.asahi.com/articles/ASH6C7J65H6CULZU00Z.html …
これは安倍政権による国民への殺戮、宣戦布告です！

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
＜原発ＡＤＲ＞栃木７０００人申し立てへ　東電賠償の対象外

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150615-00000033-mai-soci …
岩手、茨城、群馬、千葉、東京も同じように汚染がひどい

東電の賠償額は、地球のすべての資産を集めても無理

これから海洋汚染賠償だけで数千兆円

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【前橋市 ３地区で被害情報】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150205-00010001-agrinews-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl
http://www.asahi.com/articles/ASH6C7J65H6CULZU00Z.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150615-00000033-mai-soci


前橋市危機管理室によりますと、前橋市西大室町で家の屋根が突風で飛ばされたとい

う情報が入っているということです。

また、上大屋町では自転車置き場の建物も飛ばされたという情報が寄せられたほか、

富田町でも倒木の情報が入っているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【群馬県内各地で突風被害相次ぐ】

１５日午後、群馬県の伊勢崎市や渋川市など各地で突風が発生し、車が横転して乗っ

ていた女性が軽いけがをしたほか、公園のフェンスが飛ばされるなどの被害が相次い

でいます。

http://nerv.link/Ym7h9n

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
06月15日 17時31分ごろ
震源地（日本海：福井県沖）（マグニチュード4.0　深さ355.3km）の地震。

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 3時間3時間前 
過酷

“実際の戦闘を想定し陸上自衛隊の訓練の中でも最も過酷とされる「レンジャー訓練」
が１５日から福島市などの山中で”
自衛隊のレンジャー訓練始まる

http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6054617311.html?t=1434357881985 …
“山中の草木をかき分けて行進” 
https://twitter.com/Tanisennzo/status/610367678763503618/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
やがて人々を下痢と倦怠感が襲った。男たちが心臓病で突然死しはじめた。朝、自宅

を出て数歩歩くとばったり倒れて死亡する若者が続出した。子供たちはぼーっとして

るだけで動かず、積極性のない子供が増え、それは大人にも増えていった。

　http://bit.ly/1vxraAn

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
衝撃の事実　郡山市が全滅する危機　http://youtu.be/PZLzQ8Vi1OE

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月15日 16:49】

http://nerv.link/Ym7h9n
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6054617311.html?t=1434357881985
https://twitter.com/Tanisennzo/status/610367678763503618/photo/1
http://bit.ly/1vxraAn
http://youtu.be/PZLzQ8Vi1OE


関東地方北部では、上空の寒気の影響で、１５日夜遅くにかけて、局地的に雷を伴っ

た非常に激しい雨が降る見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意

、警戒をしてください。（続く）

火山たん @volcano_tan · 4時間4時間前 
阿蘇山みたいな巨大なカルデラを持つ火山は、普通に山を作ってる火山とは根本から

違うように思えるよね。実際、大規模な噴火を起こせるってのはそれだけ大量のマグ

マを貯めることが出来るって事なんだよ。例えば断層がマグマ溜まりを通過していて

地下で空間が出来やすくなっていたりね。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は15日17:10まで有効です。

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
海上濃霧警報が解除されない。

ずっとこういった状態が続いている。

海上濃霧警報 視程(水平方向に見通せる距離)0.3海里(約500m)以下（瀬戸内海は0.5海
里（約１km以下））。
https://twitter.com/cmk2wl/status/610327106707283969/photo/1

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 6時間6時間前 
原発を襲う津波 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450523588055932928/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年06月15日 13:54
】

関東地方の一部の地域では、今日（１５日）夕方にかけて、光化学スモッグの発生し

やすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

motty @novtnerico · 7時間7時間前 
〔フクイチ核惨事〕◆　東電に栃木の７千人集団申し立て　/　東電が賠償対象にして
いない地域から初の集団申し立てで、福島県浪江町の約１万５千人に次ぐ規模。「県

https://twitter.com/cmk2wl/status/610327106707283969/photo/1
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450523588055932928/photo/1


境の壁により賠償されていない人々を被害者と認めさせたい」 #fukushima
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-3cb3.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽は穏やかになっています。600km/秒の高速太陽風が到来しました。
http://swnews.jp #swnews

火山たん @volcano_tan · 10時間10時間前 
大噴火で大気中に舞い上がった火山灰や二酸化硫黄によって出来た微粒子は、太陽光

を遮って気候変動を起こすと考えられているんだよ。有名なものは1815年のタンボラ
火山の噴火などによって、翌年の平均気温が世界的に低下した例だね。これは「夏の

ない年」と呼ばれるくらいの影響だったんだよ。

amaちゃんださんがリツイート 
makehappyenergy @makehappyenergy · 10時間10時間前 
チェルノブイリでは年5ミリシーベルト以上は強制移住。年1ミリシーベルト以上は任
意移住(お金は国が負担)でした。なぜ日本では出来ないのですか？地方再生とかで他の
県に出すお金はあるのに。帰還政策(年50ミリシーベルト)なんて心のある人間のするこ
とじゃない。人殺しです。殺人政策です。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 10時間10時間前 
マーガリンは植物性だが、分子構造がプラスチックと酷似している。勿論、体内で消

化されない。子供の成長に悪影響を与えるので、ドイツ・オランダ・デンマーク・ア

メリカなどでは製造や販売が禁止されている。でも日本ではフリー。 

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
都内の水道水、トリチウム100Bq/L は軽く入っているだろうね。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【鹿児島・口之島 ５０年に１度の大雨】
鹿児島県の名瀬測候所によりますと、気象庁のレーダーによる解析で、十島村付近

では、およそ午前８時までの１時間に１００ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。

http://nerv.link/PyUMbI

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：06/14 13:11

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-3cb3.html
http://swnews.jp/
http://nerv.link/PyUMbI


帰還基準を年50ミリシーベルトに（チェルノブイリの10倍）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000046-asahi-soci … 
2017年3月までに年20ミリ（避難指示解除準備区域）と年50ミリ（居住制限区域）の
避難指示を解除し帰還。

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
【拡散】k2cyan □NHKは炉心溶融を知っていた!!　【 NHKは皆様の受信料で、嘘を放
送しており ＮＨＫ 「今の原稿、使っちゃいけないんだって」 via Shelby
http://shelby.tv/video/youtube/8r4K-xOjGQ/ ……

…光化学スモッグと竜巻がどうして一緒に起こりうるんだよ…
（－－＃）…
すなおに「フクイチ放射能満載の濃霧です！」って書けよ…。

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集

 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150612-00000046-asahi-soci
http://shelby.tv/video/youtube/8r4K-xOjGQ/
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


核兵器の原料を世界中に輸出していたとは口が裂けても言えない。

http://85358.diarynote.jp/201506240117389259/

東通村で震度４の揺れを観測／長野市の避難情報のページが消え

ました／核兵器の原料を世界中に輸出していたとは口が裂けても

言えない。

2015年6月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=NWKdJdKV7NM
Flute, Classical: Rhonda Larson performing Marais 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前

【医療被曝】英国のある地域では、定期健診の際のレントゲン撮影を中止。それに伴

って、ガンが徐々に減少。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1ddd198fb14df452dea117e100faf801 …

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前

「運転手のはずが原発敷地内作業…あいりんで紹介」　本当にあった偽求人
　http://bit.ly/1cbHPO5

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前

このような観点からみるならば、「どれくらいの数の人々がマインドコントロールさ

れているのだろうか」と考えるよりも、「マインドコントロールされていないような

奇特な人たちも、多少はいるのだろうか」と考えるほうが適切なくらいだ。

　http://bit.ly/yJtis6

War Is Overさんがリツイート 
亜湖(I’m not ABE.) @asian_moon_8948 · 7時間7時間前

たった今ピアノ教室から帰ってきた小5の娘の話。今日、保健体育の授業で先生が「今
、何か心配な事がありますか？」て聞いたらクラスの半分以上の友達が「日本が戦争

するか心配」「これからの日本が心配」と言ったそう。子供達にこんな心配をさせる

http://85358.diarynote.jp/201506240117389259/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506240117389259/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506240117389259_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NWKdJdKV7NM
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1ddd198fb14df452dea117e100faf801
http://bit.ly/1cbHPO5
http://bit.ly/yJtis6


安倍が許せない！この子達の未来を奪われてたまるか！

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前

中央アフリカ共和国でフランス軍が軍事介入を始めた13年暮れから、孤児の少年ら
約10人が食料や金銭と引き換えに性的に虐待されていた

憤りを覚えたスウェーデン人国連職員が内部報告書を仏検察に持ち込んだ。職員は機

密流出の責任を問われ停職

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150623-00000025-jij-int …

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 18時間18時間前

【拡散】zebra_masa　『美味しんぼ』に対する自称福島住民の鼻血騒ぎは大笑いする
。放射線治療すると、非常に鼻血が出やすくなるって、病院の注意事項にごく普通に

書いてあることだけどなあ。米国の病院が出している放射線医療FAQ集
　http://bit.ly/1nK1Mmc

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 18時間18時間前 
.o0（長野市の避難情報のページが消えました…）

レスキューナウドットネット編集委員会さんがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 18時間18時間前

NHK青森◆東通村で震度４
http://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/6085772811.html?t=1435010746485 …

２３日午前０時３５分ごろ、東通村で震度４の揺れを観測する地震がありました。

…
県内の警察署や消防によりますとこの地震で被害が出たとの情報は寄せられていない

ということです。

#レスナウクリップ

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 6月22日

東電を批判する記事を書いたら日本に入国拒否されたカナダ人

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150623-00000025-jij-int
http://bit.ly/1nK1Mmc
http://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/6085772811.html?t=1435010746485


東電を批判する記事を書いたら日本に入国拒否されたカナダ人

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3482a340eabcbf43c87b8b64f854cfd1 …

AKIRA @AKIRA23150220 · 6月22日 
AKIRAさんがリツイートしました shishimaru

これが日本政府がF1事故を絶対に認める訳にはいかない理由。
貯蔵していたのは劣化ウランでは無く、濃霧ウランとプルトニウム。

濃霧ウラン、プルトニウムは核兵器の原料。

この核兵器の原料を世界中に輸出していたとは口が裂けても言えない。

neko-aii @neko_aii · 6月22日 
lulu_01_09さん 2014/7/4

首相官邸や議員会館・霞ヶ関の官僚ビル群は

２年前よりエアコンフィルターが毎日交換され

大型の空気清浄機も導入

納入業社の売上は５年前の150倍にも
東京の放射能汚染の実態を隠す政治家と官僚達

(Yahoo!知恵袋)より

https://www.youtube.com/watch?v=jAJ4i1L3y5M
J.S.Bach. Partita for flute solo
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日11:54
amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前
 
芦ノ湖の水位低下・・・既に２８０万トンに及ぶ大量の水量が減少

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=305238 …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3482a340eabcbf43c87b8b64f854cfd1
https://www.youtube.com/watch?v=jAJ4i1L3y5M
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月27日）　人類は戦争を終わらせなければならない。でなければ戦争が人類を終
わらせるだろう。

http://85358.diarynote.jp/201506280034371572/

岩手県奥州市３．８２マイクロシーベルト／東京駅プラットフォ

ーム驚きの4.88μSv/h／都道府県 水道水 蛇口 セシウムランキ
ング… 「さよなら言おう、この惑星に」…♪

2015年6月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=uM4Q2p1rKns
【鏡音レン】　第一章「新世紀」〜アニメPV ver〜　【オリジナル】 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【岩手県 警報情報 2015年06月27日 22:36】
次の地域に警報が発表されています。

［花北地域］大雨

［奥州金ケ崎地域］大雨

［両磐地域］大雨

［久慈地域］大雨

［宮古地域］大雨

［釜石地域］大雨・洪水

［大船渡地域］大雨・洪水

War Is Over @kenshimada · 2 時間2 時間前 
東京都心から28kmの千葉県白井市でもこんな線量が出る地点が存在しますが、東京
は「まったく安全」なんだそうです。

https://www.facebook.com/ChibareiOfficial/photos/a.646352592047362.1073741828.645895098759778/730710000278287/?
type=1&theater …

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東北地方 気象情報 2015年06月27日 21:55】
東北地方では、２８日にかけて断続的に雨が降り、太平洋側を中心に大雨となる所が

あるでしょう。土砂災害、河川の増水やはん濫に警戒し、低い土地の浸水に注意して

ください。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
２０１５年６月２７日

岩手県奥州市立前沢図書館付近

毎時３．８２マイクロシーベルト

https://www.youtube.com/watch?v=x0eyPFg4460 …
計測場所：岩手県奥州市前沢区七日町裏 
https://twitter.com/neko_aii/status/614767909743763456/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 

http://85358.diarynote.jp/201506280034371572/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506280034371572/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150628/85358_201506280034371572_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150628/85358_201506280034371572_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150628/85358_201506280034371572_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uM4Q2p1rKns
https://www.facebook.com/ChibareiOfficial/photos/a.646352592047362.1073741828.645895098759778/730710000278287/?type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=x0eyPFg4460
https://twitter.com/neko_aii/status/614767909743763456/photo/1


【岩手県 警報情報 2015年06月27日 19:54】
次の地域に警報が発表されています。

［花北地域］大雨

［奥州金ケ崎地域］大雨

［両磐地域］大雨・洪水

［宮古地域］大雨

［釜石地域］大雨・洪水

［大船渡地域］大雨・洪水

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
[記事] 太陽風が850km/秒とかなり高い速度まで上昇しました。磁気圏は比較的穏やか
です。 http://swnews.jp #swnews

amaちゃんださんがリツイート 
かつごろう 3741 @Good · 5時間5時間前 
@norald357 @tokaiamada @KenAkasawa @basilsauce @poooonpoco 今現在、さい
たま市 
https://twitter.com/3741Good/status/614737196587745280/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
真実を探すブログ @kennkou1 · 5時間5時間前 
地震前兆？関東地方を中心に超真っ赤な空が撮影される！普段は見られない特殊な夕

焼けが話題に！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6992.html …

neko-aiiさんがリツイート 
志 ・こころざし・zhi @yma12251029 · 8 時間8 時間前 
志 ・こころざし・zhiさんがリツイートしました neko-aii
私の叔母さんが、サンタバーバラに居ます。が、西海岸は、福島原発事故の放射能汚

染で、遊泳禁止になっているそうですよ。 

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【岩手県 警報情報 2015年06月27日 14:50】
沿岸南部では、２７日夕方から２８日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［釜石地域］洪水

［大船渡地域］洪水

cmk2wl @cmk2wl · 9 時間9 時間前 
アメダスの観測データと、予報の風向きは一致しています。

東電福島原発からの風は、6月 27日 12時 00分の時点で、西日本の日本海沿岸に広く吹
いています。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/614665181268983808/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
こういった虹色の雲が観測された時は、上空に汚染された物質があると考えるべき

だし、その汚染物は降下してくる。

見かけたら家に飛んで帰って布団をかぶるのが正しい。

Lightworker @Lightworker19 · 14時間14時間前 
東京駅プラットフォーム、なんと驚きの4.88μSv/h！　http://amba.to/14Xt5h0 　
https://twitter.com/Lulu__19/status/404214399738458113/photo/1

http://swnews.jp/
https://twitter.com/3741Good/status/614737196587745280/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6992.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/614665181268983808/photo/1
http://amba.to/14Xt5h0
https://twitter.com/Lulu__19/status/404214399738458113/photo/1


Lightworker @Lightworker19 · 14時間14時間前 
【拡散】KiyoseKouki　半年くらい前から都内の街なかでは求人募集が増えている。お
そらく原発事故で東京での生活を見限った人以上に、外国人が東京というか日本その

ものを見限って去った結果東京の経済を末端で支える労働者の数が減ったのだろう。

原発推進と排外主義が原因と思われる。

Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前 
【拡散】tokaiama　たくさんの尿測定と、セシウムが検出された人、されなかった人
への聞き取りを行うと、検出の原因が、どうやら水道水にあるのではないか、確信し

はじめている　http://bit.ly/112sCYP

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
＜201５年1月〜３月＞日本全国都道府県水道水蛇口セシウムランキング 
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4279.html … 
https://twitter.com/tokaiamada/status/614531607832104961/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 6月26日 
2015-06-21
えぇｰｰｰ！２０日愛知県西部〜２１９μSv/h（19:47）
http://ameblo.jp/64152966/entry-12041308916.html …
＞20日11:11　166μSv/h
＞17:55　210μSv/h
＞19:47　219μSv/h
＞21日朝　0.14μSv/h前後

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 6月26日 
2015年6月24日
おしどりマコさんによると

東電も放射性水蒸気が昼も夜も無く

２４時間噴出を認めてる

既に核燃料が地下水と接触

水蒸気と地下水脈の流れとして

大気と水流の両面で環境中に拡散し続けてる

これは日本が放射能臨界漏洩の

止まらない国になってしまったことを示してる

https://www.youtube.com/watch?v=1kgLUodK3kc
HINATA Haruhana - クロノステイシス

amaちゃんださんがリツイート 
クリフ @bottikurihu · 6月25日 
海外にもコラはあるが、これの出来はトップクラスだと思う。

オーストラリア首相「不法移民には断固として対処する、帰れ！」

http://bit.ly/112sCYP
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4279.html
https://twitter.com/tokaiamada/status/614531607832104961/photo/1
http://ameblo.jp/64152966/entry-12041308916.html
https://www.youtube.com/watch?v=1kgLUodK3kc


アボリジニ「え、マジで？ お前ら何時帰るの？」

https://twitter.com/bottikurihu/status/614202076562743297/photo/1

ざぶとん１００００００枚…ッｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=jNW2w-AvNuo
HINATA Haruhana - 瓦礫のトロンヌ 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 6月26日 
横須賀で原子力空母が事故を起こしたら

『東京都・神奈川・千葉で、２５０ミリSv被ばく予想』
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6547911ffc7b7953ced892fe9bcafa8d …
"cmk2wl
風速４mと過程
８Km以内　７Svで全数致死
13Km以内　３Svで半数致死” 
https://twitter.com/neko_aii/status/614402264539631616/photo/1

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2011年9月27日
栃木県宇都宮市でセシウムが急増

21日、330メガベクレル/平方ｋｍ
22日、510メガベクレル/平方ｋｍの降下を記録
この数値は、福島第一原発の爆発直後に匹敵

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f1391d7709511c79fa28b1a4078bef34 …

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
原発がどんなものか

防護服には放射性物質が

いっぱいついていますから

それを最初は水洗いして

全部海に流しています

排水口で放射線の量を計ると

すごい量です

こういう所で魚の養殖をしています

(平井憲夫)

https://www.youtube.com/watch?v=xWhA3KCxW1k
HINATA Haruhana - さあ、どっち？feat. 鏡音レン、鏡音リン 

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 2 時間2 時間前 
原発やめますか? 人間やめますか? 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450287654706225153/photo/1

https://twitter.com/bottikurihu/status/614202076562743297/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=jNW2w-AvNuo
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6547911ffc7b7953ced892fe9bcafa8d
https://twitter.com/neko_aii/status/614402264539631616/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f1391d7709511c79fa28b1a4078bef34
https://www.youtube.com/watch?v=xWhA3KCxW1k
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450287654706225153/photo/1


Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
人類は戦争を終わらせなければならない。でなければ戦争が人類を終わらせるだろう

。ジョン・F・ケネディ　http://bit.ly/18IMC6x

https://www.youtube.com/watch?v=zmRNYNHNDO0
【鏡音レン】 ナゾが解けない　ナゾトキ 【手描きPV】中文字幕v2
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月28日0:41
…「あんた、ばかぁ…？？？」
…（ーー＃）…？？？

小池 桟 @audrey_biralo · 6月26日 
今日、二度目の国会前。SEALDs戦争法案反対国会前抗議、湿度100%って感じだけど、雨脚はそ
んなに強くない。いつもの反原発「希望のエリア」辺りまで人でびっしり。まだ、続々と人が

集まってきている。 

逃げろよ！即避難だろーが！…湿度１００％…！！！！！！！！
 

http://bit.ly/18IMC6x
https://www.youtube.com/watch?v=zmRNYNHNDO0
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月６日）　量産型ロボット「日本人」／「北海道や九州の人が米国の西海岸に逃げ
たら余計被ばくをしてしまう。 そういう汚染の仕方なのです」。

http://85358.diarynote.jp/201507060019433222/

食品には気をつけたほうがいいよ／北海道や九州の人が米国の西

海岸に逃げたら余計被ばくをしてしまう。

2015年7月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
https://www.youtube.com/watch?v=kZ8LLMfIn9w
Sanctuary 

War Is Overさんがリツイート 
くららん @kurararan · 1時間1時間前 
食品には気をつけたほうがいいよ。

北京からの客も多いけど、顔色がいいからね。。

一方、なぜか関東からの客は顔色悪く、くまがある人多いし。。

なぜかは自分で考えようね。。

北京のPM２，５よりも顔色を悪くさせる何かがあるんだろうね。

War Is Overさんがリツイート 
中林　香 @kaokou11 · 2011年10月5日 
女性が妊娠したらお酒もタバコもやめる、頭が痛くても頭痛薬も飲まないし薬は極力

避ける、身体に良いものを食べる、これ全部健康な赤ちゃんの為に医師からも周囲の

人達からも言われるし自分でも努力する事。なのになんで放射能を避けるのは差別に

なるの？無事に生まれてくれるように願う事は差別なの？

https://www.youtube.com/watch?v=BbBTnLIUnEs&list=PL1B1AF656D379F220
Spain 

neko-aiiさんがリツイート 
アンドレ @nihon_no_owari · 47分47分前 
@neko_aii 気温25度程度で熱中症とか、どんだけ日本人の身体は弱くなったんだと思
いますよね。ほぼ放射能の影響で確定ですわ。関東の電車、急病人で遅延しまくり。

http://85358.diarynote.jp/201507060019433222/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507060019433222/
https://www.youtube.com/watch?v=kZ8LLMfIn9w
https://www.youtube.com/watch?v=BbBTnLIUnEs&list=PL1B1AF656D379F220


もう、日本終了。

neko-aii @neko_aii · 51分51分前 
2013年8月11日
１）奇形の増加→〔風疹〕のせいにする！（？風疹に感染させる？）→堕胎させる

２）心筋梗塞の増加→〔熱中症〕のせいにする！（子供もなっているのに！）

３）被爆症状の増加→〔手足口病〕のせいにする！

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 56分56分前 
突然ですが、思い出した

原発事故後、世田谷区は「原発事故後、ストロンチウムを大気中から検出しました。

」これが事故から、何ヶ月も経ってから。「みなさんは呼気からストロンチウムを吸

い込んでます」と言った訳です。まぁ、あれだ、正直に言っただけ、たいしたもんだ

。世田谷区はね。

neko-aiiさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 2時間2時間前 
これが先日、ＮＨＫが世界に向けて放送した

現在の放射能被ばくによる

関東五県の子供たちの甲状腺の状況です

正常なのは３人に１人しかいません

そして安倍政権下では国内で報道されません 
急病人

給食

水道水

セシウム心筋

心臓突然死

https://twitter.com/kitahamamikiya/status/541048789713162241/photo/1

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012年11月3日
東京都江戸川区上篠崎３丁目 9.45μSv/h
http://hakatte.jp/spot/45212/ 
計測場所：屋外(土) 地表 5cm
ビニールハウス横の土に直置きで約5分間の計測
10μSv/h超えも数回確認 

https://twitter.com/kitahamamikiya/status/541048789713162241/photo/1
http://hakatte.jp/spot/45212/


War Is Overさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 2時間2時間前 
東京はホスピスになったと。 その心は「早期に死ぬことがわかっているから、そのと
きまで好きなことをする」

確かに魅力のある真珠のような都市

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2011年9月21日
静岡県浜松市に上陸した台風15号
実はこの日、東日本の広範囲で

もうひとつの災害が・・

台風による放射性物質の大量飛散だ

関東地方の多くの観測地点で

9月と比較すると実に約50〜80％も放射線量がハネ上がった
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f1391d7709511c79fa28b1a4078bef34 …

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2011年3月12日の一度目の水素爆発の際
２㎞離れた双葉町まで破片や小石が飛んできた

爆発直後、原発の周辺から病院へ逃れた人々

十数人が１０万cpm超えガイガーカウンターが振切れていた
それは人から人へ二次被曝するほどの高い数値

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/30db3aab0a84194b545df1639f735732 …

War Is Overさんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 3時間3時間前 
現在の全国湿度　　

札幌93％
秋田90％
福島96％
茨城86％
栃木94％
東京93％
岐阜96％
京都83％
奈良91％　
岡山83％

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f1391d7709511c79fa28b1a4078bef34
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/30db3aab0a84194b545df1639f735732


兵庫78％
徳島83％
福岡93％
沖縄89％

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
7月5日 19:40分　ふくいちライブカメラは真っ白です。
核種の中でも植物や人間に親和性が高い核種がトリチウムなのでは？

なぜ、多くの人が過小評価するのかわかりません。

311の時と同じ危機感を持っていいはずなのに。 

あさくら彩華堂（特務機関レッドカウ） @arthurclaris · 5時間5時間前 
#トンデモ RT @future_walker: 東電も認めた！フクイチの地下から危険な中性子放射性
・猛毒トリチウム殺人水蒸気！東京に日本各地に… - みんなが知るべき情報／今日の
物語 http://fb.me/1QyDdmYWF

amaちゃんださんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 5時間5時間前 
国立放射線医学研究所・小児科医　エフゲーニャ・ステパノワ博士「汚染地の子供達

に貧血が増加。全ての臓器や組織への酸素供給量が減る。疲れ易くなる」

http://goo.gl/ZaY9ft 
https://youtu.be/3hv-5bW17Rs?t=17m39s …

War Is Overさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 6時間6時間前 
めいちゃんさんがリツイートしました 匿名希望
九州のカナリアさん達、去年まではこんなことなかったと口々に言っている。

６月になってから雨が変わったようだ、、、 

War Is Overさんがリツイート
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6時間6時間前 
頭血はぶつけたりとかじゃなくて、知らぬ間に出るみたい。鼻血や耳血みたいなやつ

かな

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
訂正　

誤）死んでいる

http://fb.me/1QyDdmYWF
http://goo.gl/ZaY9ft
https://youtu.be/3hv-5bW17Rs?t=17m39s


正）殺されている

War Is Overさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
"915photo: どうしてこんなに眠いのだろう。
寝ても寝ても眠い。

そして、毎日頭が痛い。痛いと言うか回ってる。軽い目眩がずーっと続く。薬を飲ん

でも治らない。"
#中期疑
#汚染あるある線
#フォールダウン症候群

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
浪江町の町民がバタバタ死んでいる。

War Is Over @kenshimada · 8時間8時間前 
2011年3月15日午前7時、米軍が今も非公表する事態が発生。 横須賀基地の放射線量の
増加を告げる警報が鳴ったため、ただちに基地内の女性・子供を非難させた。その1時
間前にフクイチ4号機は爆発を起こしていた。【朝日1/3朝刊】

amaちゃんださんがリツイート 
栃木県動物愛護センター・山崎さんの自殺 @henkutsutorako · 8時間8時間前 
この国は、気がふれていると思う。⇒福島県全域から汚染木材を集めて加工するCLT工
場を、あの大熊町に建設。木の中心部分の汚染は2000bq/kg！
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/b76853de83e1a746f9ba8d3ff7eeaa90 …
@oldblue2012さんから

War Is Overさんがリツイート 
CT110K @GrandCT110 · 11時間11時間前 
一昨日職場の人が倒れて亡くなった、午前中に話した時は元気そうだったのに。

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
ライブカメラの映像をみてからアメダスの湿度を見れば、だいたい当たります。

銚子の湿度、東京の湿度、八丈島の湿度、石廊崎の湿度。

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
ふくいちライブカメラ、今朝も真っ白です。

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/b76853de83e1a746f9ba8d3ff7eeaa90


amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
NASA：米国東南は福島からの異常に高いﾚﾍﾞﾙのﾎﾟﾛﾆｳﾑに見舞われる。ﾎﾟﾛﾆｳﾑ放出は過
去の原子力災害で秘密(E
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/361.html …

War Is Overさんがリツイート 
HIRO 89 @Geigers · 7月2日 
みんな被曝に対して甘すぎるんだよ。ちょこっと風邪を引くくらいの感覚だもの。死

ぬかもしれないのに。

War Is Overさんがリツイート 
Matsue Huruta @HurutaMatsue · 5月24日 
１ヶ月くらい前から水道水の質が悪くなりました。(琵琶湖水系)
お風呂上がりに皮膚がピリピリ。(クエン酸入れたらマシ)
沸騰させたら薬品味がしたり。(備長炭を入れたらマシ)
夏になったらどうなるんだろう…

War Is Overさんがリツイート 
5963pikyo 5963 @pikyo · 5月18日 
@ruinekoto 同じ社内で4人脳で倒れる、こんな時期にインフル、それでも気づかない周
りが恐い(´Д` )避難したいけど金がない(´Д` )

War Is Overさんがリツイート 
sinwanohate @sinwanohate · 2014年5月8日 
「北海道や九州の人が米国の西海岸に逃げたら余計被ばくをしてしまう。 そういう汚
染の仕方なのです」小出裕章氏4/19那須塩原（内容書き出し）
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3688.html … 
https://twitter.com/sinwanohate/status/464393625741180928/photo/1

ところで逆に知りたいんだが。

（－－；）

https://twitter.com/UN_NERV

今日、関東で、「時刻表通りに」

正常運行できていた路線って、あるの…？？

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/361.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3688.html
https://twitter.com/sinwanohate/status/464393625741180928/photo/1
https://twitter.com/UN_NERV


War Is Overさんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 2時間2時間前 
ベトナム戦争。なぜアメリカは負けたか。それは「検閲を行わなかった」からだと

いう。米国民が米国内にいて、自分たちの息子がベトナムでどんな悲惨な状況にある

かがたちどころにわかってしまった。第2次世界大戦はまさに「検閲が行われた」戦争
。言論統制がいかに戦略的に重要かがわかる。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"tokaiama
ロイター電で

「日本政府、ヨード剤配布準備進めるとＩＡＥＡに通告」

日本政府が「配布を計画し、準備を開始していた」はずのヨード剤が

現地の人々に届かなかったのは途中で「ストップ」をかけたものがいるから

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2014/03/post-d084.html … "

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
和解前の死亡３４３人に　浪江町の原発事故ＡＤＲ

「福島第１原発事故で全町避難が続く浪江町の約１万５千人が慰謝料増額を求め原子

力損害賠償紛争解決センターに申し立てた裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ）で、町は

２日、申立人のうち３４３人が５月末までに亡くなったと明らかにした。」狙ってる

。

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
福島県の反原発町議＝円谷さん7/2不当逮捕の続報！身柄は須賀川署、弁護士選定や救
援窓口は7/6(月)になど
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/363.html …

War Is Overさんがリツイート 
Mas 860 @masjp · 7月4日 
Masさんがリツイートしました yuta　脱原発
量産型ロボット「日本人」

特技：大人しい、飼い主になつきやすい

ご注意点：テレビに影響されやすいです。テレビで特攻を賛美すると何%かはしたがり
、グルメ番組を見せると急に食べたがりますが、これは異常ではなく商品の特性の一

部です。 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2014/03/post-d084.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/363.html


War Is Overさんがリツイート 
kazukazu88 @kazukazu881 · 7月3日 
あらためて思うけど、日本にはすごい政権があるな。自国の兵士にジュネーブ条約が

適用されないのを認めた上で、自国の軍を戦場に送り込む準備をするとか。。。こん

なことができる民主国家は日本くらいだろ。。。

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 7月3日 
【司法にも広がる原発マネー汚染】

■「原発は安全」と判決を書いた最高裁判事が東芝に天下りしていました！

■これじゃ裁判しても、最終的には、勝てっこないですね

詳細→

http://www.mynewsjapan.com/reports/1437 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/616900965698932736/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
安田登 @eutonie · 6月30日 
東北の友人は、復興のために働いてくれる人も東京オリンピックに取られ、材料費も

高騰して自治体も手をこまねくしかできなくなってしまっている今、国立競技場

のニュースが流れると、本当に腹が立つと言っていました。震災の年に行った、あの

何もなくなってしまった彼の家の周辺を思い出します。

War Is Overさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月27日 
甲状腺の異常は特にそうだけど、頑なに否定した後は徐々に被害を報告する。本当

に徐々に徐々に…。情報を小出しにして…。曖昧さを交えたり情報を錯綜させたり両
論出させたり。

そうすると、茹でガエルになる。

作戦として最初からシナリオが描かれている。

amaちゃんださんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 12月25日 
@ikarostayuu いまだに仮設住宅の方がいるのですものね。
それにしても 平成25年5月29日 に原子力損害賠償紛争解決センターへ申し立て。
それから一年半で 1.59% が亡くなるとは…。

War Is Overさんがリツイート 

http://www.mynewsjapan.com/reports/1437
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/616900965698932736/photo/1


非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2013年10月22日 
マジ？すげぇ！

@kazamazov
「人生ゲーム平成版2」には「核廃棄物ドラム缶」の押し付け合いというルールがあり
ます

→http://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/whats/nenpyo/0009.html …
@kuru0072 @bonaponta
核燃料というのは国同士のババ抜きゲーム…最後に核廃棄物がある国は負け

この人も「突然死」したのかなぁ…？
https://twitter.com/rescuenow_net

https://www.youtube.com/watch?v=W5JfexPxA8w
Sub Pub Music - Rasa [Beautiful Powerful Orchestral]

War Is Overさんがリツイート 
あそうかも。 @aso_kamo · 6月27日 
僕はBBCを手放しで礼賛するわけじゃないし、問題もあると思っているけれど、どん
なに耳が痛くとも誰かが言わなければならないことを言うという一点で、やっぱりす

ごい放送局だと思う。自社トップの不祥事が起きた時、そのトップの部屋にカメラで

突撃して、そのまま放送しちゃう局は他にないでしょ。

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official]
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cmk2wlさんがリツイート 
頭狂電カ @tokyoudenka · 12時間12時間前 

頭狂電カさんがリツイートしました cmk2wl
時間稼ぎなんだろうね。変に病気抱えてて賠償払うより、亡くなった人は因果関係不明で片付け

るか、安い額で一人頭幾らのはした金に持っていきたいのだろう。時間がたてばたつほど悪知恵

も浮かぶだろうけど、死亡率をどう説明するのだか。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（７月６日）　日本の電力会社の社員はフルタイムの正社員だが、日本の原発作業員の
８８％は契約労働者。

http://85358.diarynote.jp/201507061009237919/

コーラに発がん性／「脳腫瘍などの致命的な健康被害をもたらす

危険性がある」／「妊娠すると奇形が産まれる可能性のある風疹

」という過剰で珍妙な言い回し。

2015年7月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
https://www.youtube.com/watch?v=fj3LaBK7W0Q
【吹奏楽】ルーマニア民族舞曲 B.バルトーク 

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
私は何度も「ストロンチウムの恐怖は水からやってくる」と書いた

カルシウムと同じ性質を持ち、水に溶けて生物必須元素なので必ず優先的に生物に摂

取され濃縮される

もう太平洋の海は死んだ　決して太平洋海産物を食べてはいけない

ストロンチウムは本当に恐ろしい元素

最初に糖尿病、白血病、骨癌

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
@tokaiamada 京大熊取の施設が、和歌山に、ストロンチウムを漏らしているという
声が、一つでも、あるならば、責任をとって退職すべきだと思います。

和歌山ストロンチウム汚染と白血病の原因

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-1668.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
秋元湖でウチダザリガニからストロンチウム12ベクレル
http://ameblo.jp/misininiminisi/entry-11541995585.html …
福島県は、これを子ども達に食べさせた

毒性はセシウムの300倍　食べた全量が骨に蓄積　死ぬまで排出されず白血病や骨癌を
引き起こす

原子炉ではセシウムと同量あり、汚染が遅れてくるだけ

http://85358.diarynote.jp/201507061009237919/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507061009237919/
https://www.youtube.com/watch?v=fj3LaBK7W0Q
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amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 
ついに福島県の帰還困難区域で多数の死者が！「直ちに影響はない」はもう終わり。

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/6a031e84148434bd30545ad2c54bf30f …
@oldblue2012さんから

disneyworld @disneycruise200 · 2 時間2 時間前 
福島ガッカリ音頭を世界遺産に。負のな。

→ RT @rankintaxi フクイチの苦労を世界遺産に！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
核のゴミの処分場をどうするか「膨大な危険物ですので、どこも引き受けてくれる場

所がない　小出裕章ジャーナル

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/365.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
何年続けても凍らない、凍土遮水壁　既に年度内完成あきらめる(7/5 福島民報)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5301.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
米国が兵士を派遣しない空間線量率0.32μSv/h以上の値のMP
http://inventsolitude.sblo.jp/article/149082319.html …

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
cmk2wlさんがリツイートしました cmk2wl
1,167人が、避難しています。
https://twitter.com/cmk2wl/status/324276941001736192 …
東日本、関東からの避難者は、総数で何万人でしょうか。

War Is Overさんがリツイート 
mana @mana981 · 10時間10時間前 
@buick54aki @kenshimada 
あの釜の中(炉)ロボットの映像で立ち昇る湯気あれは放射性湯気あれが絶えず大気中に
放出されているわけだ。ここのところあまり情報が出てこないつーことは汚染水も汚

染湯気も絶賛垂れ流しと言うことか？

War Is Overさんがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/6a031e84148434bd30545ad2c54bf30f
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/365.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5301.html
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https://twitter.com/cmk2wl/status/324276941001736192


スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 7月3日 
チェルノブイリ立入禁止ゾーンでまた森林火災。プルトニウムなど放射性PMが舞い上
がる http://goo.gl/iV9aRU ブログ更新　火災はセシウムだけでなく放射性ストロンチ
ウム·プルトニウム·アメリシウムを不均等に撒き散らす 

War Is Overさんがリツイート 
Greenlabel_sideB @greenlabel_tw · 7月4日 
「妊娠すると奇形が産まれる可能性のある風疹」という過剰で珍妙な言い回し。

https://www.youtube.com/watch?v=zOrQ7usJggQ
リクディム 〜４つのイスラエル舞曲 

amaちゃんだ @tokaiamada · 58 分58 分前 
NHKが必死になって心筋梗塞脳梗塞多発や死亡率の激増を、放射能以外にあてつけ、
放射能とは何の関係もないような洗脳放送を繰り返している理由について考えるべき

だ

NHKはトップから下っ端まで原子力産業に完全に買収されている
彼らの平均給与は一般人の五倍に達する

どこからカネが？ 

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 3時間3時間前 
はなゆーさんがリツイートしました shino you
@tokaiamada 【経済徴兵制＝貧困徴兵制は既に導入されている】
自衛隊加入募集パンフレットに「苦学生求む」の文字が

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
日本の電力会社の社員はフルタイムの正社員だが、日本の原発作業員の８８％は契約

労働者——　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-f190.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=n-4k0IPdJRg
【吹奏楽】古いアメリカ舞曲による組曲 

http://goo.gl/iV9aRU
https://www.youtube.com/watch?v=zOrQ7usJggQ
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-f190.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=n-4k0IPdJRg


amaちゃんださんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 17時間17時間前 
コーラに入っている人工甘味料アスパルテームについて、独立研究機関の９０論文の

うち８３論文が「脳腫瘍などの致命的な健康被害をもたらす危険性がある」と指摘し

ている。 

War Is Overさんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 21 時間21 時間前 
コーラに含まれている「カラメル色素」には発がん性物質M-４Iという物質が含まれて
いる。アメリカのコーラと比べると、日本のコーラに含まれている発がん性物質（M－
４I）は、18倍。

https://www.youtube.com/watch?v=PtQtjhZ_Adk&spfreload=10
「ウェストサイド・ストーリー」より シンフォニック・ダンス
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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（７月12日）　その不気味に緑色に光る正体。／モスバーガー、ゼンショー、コン
ビニ・イオンなど。

http://85358.diarynote.jp/201507120036231910/

病院の受付に「原発事故との因果関係と証明書に書く事はできま

せん」と貼紙／フクイチ3,4号機の井戸でまたスパイク出てる。

2015年7月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=rH-Qw2pbrNk
Epic Video Game Music: Civilization V (Full Deluxe Soundtrack) 

neko-aii @neko_aii · 12 分12 分前 
2012-11-10
海外の語学研修での話　僕達は東京には決して行かない

”あんな危ないところに住んでることが信じられない”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cef91c7985658df977e2419e2487f9ab …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 35 分35 分前 
フクイチ3,4号機の井戸でまたスパイク出てる 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619868185232211969/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
せーた@白猫ボルテ @d_st_y · 40分40分前 
西日暮里で血流してぶっ倒れてる人いる

エスカレーターから転倒したっぽい

War Is Overさんがリツイート 
雪村 千鶴 @KorotyanR · 1時間1時間前 
関西でも急病人で電車止まった。

最近よく見る…
ついに来始めた。

War Is Overさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201507120036231910/
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バビル三世 @BabiThird · 1時間1時間前 
@Chatquisourit @kenshimada 「原子力は二酸化炭素の排出を減らします」（電力会社
）が、海水温を強力に上昇させ、１０万年管理の必要な死の灰を大量に生産します。

War Is Overさんがリツイート 
朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 2時間2時間前 
関東・東海で今年初の猛暑日　熱中症で４２０人以上搬送 http://t.asahi.com/i1tp

War Is Overさんがリツイート
イカじゃ＠ミルクの国 @kazahuki · 2 時間2 時間前 
品川駅で地面に倒れてる人いるわ。よくあるよくある

杉葉山 Sugihayama @Sugihayama · 2時間2時間前 
フクイチ 水蒸気爆発により噴出する水蒸気…デブリにより「直径10キロの大穴」が地
上に開いて「スカイシャイン」が起こりますと…関西までもが高濃度の放射能のシ
ャワーを…
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/8baab69307df93f772d383c2f95a6610 …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
チェルノブイリ事故後

次々と住民が病に倒れたために廃村になった

ベラルーシ共和国の村0.3〜0.4μSv／時
セミパラチンスクの核実験場周辺で

住民が健康被害に苦しんでる場所0.3μSv／時
0.3は人間が住むべき放射線量ではない
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/df178eeeb344a02e85260b5d12ee4a7f …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
大阪に灰が20センチ積もったときの混乱が想像を超えているというなら、そのときの
南九州はどうなのか。夢のまた夢か。大阪の20センチを想像している場合ではなか
ろう。大阪の前に南九州を想像するのが先のはずだ。

amaちゃんださんがリツイート
はなゆー @hanayuu · 5時間5時間前 
はなゆーさんがリツイートしました 安藤�直樹（ANDO NAOKI）
こういう時代

https://twitter.com/Y_SINOBU/status/616612208445763584 …

http://t.asahi.com/i1tp
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/8baab69307df93f772d383c2f95a6610
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AKIRA 2024さんがリツイート 
ヒラ//: @punanny_chang · 6時間6時間前 
DNAは２本の螺旋で互いに補完しあっている。人間なら23×2で46本。このDNAを放射
線は断ち切ってしまう。体を透過する、だから交通事故を思い出して欲しい。放射

線ドーン！２本とも轢かれて殺されるならその細胞は死ぬ、これは始末が楽、問題は

中途半端に轢かれること

ヒラ//: @punanny_chang · 6時間6時間前 
@punanny_chang 半端に轢かれた場合、障害者になっちゃうよね？言葉選びが乱暴な
のは勘弁して欲しいがこの障害者ってのが癌細胞になっちゃうわけ。正常の細胞の形

ではない仕事をしない細胞になってしまう。肺なら呼吸しない、胃なら消化しないさ

ぼりんぼを作ってしまう。

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
チェルノブイリを凌ぐ汚染を 自動車や東北新幹線が 東京に運んでくる。 そのチェルノ
ブイリの汚染を 東海道新幹線が、名古屋、京都、大阪に汚染を運んでくる。 チェルノ
ブイリ事故では、自動車も重機も撮影機材も 現場に捨てられた。 東電のフクイチ作業
員は、未だに自動車通勤 狂ってる！！！

War Is Overさんがリツイート 
崇高な存在のsimobe☆彡 @nmiho11092 · 7時間7時間前 
@Plutokun_Bot でも、、明らかに救急車が通るのは増えたよ。
お葬式も増えたよ。急病人も増えたよ。何で？？？

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
犬吠埼 7/11 16:00 紫色継続 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619764645117562880/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【名古屋地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月11日
15:54】
愛知県では、これから夜のはじめ頃にかけて光化学スモッグが発生しやすいでしょう

。屋外での活動に十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619764645117562880/photo/1


【横浜地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月11日
15:49】
神奈川県では、１２日は光化学スモッグの発生しやすい気象状態となるでしょう。屋

外での活動に十分注意してください。

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 9 時間9 時間前 
11日14時現在、以下の地域で猛暑日の基準35℃を超えています。
■日最高気温

岐阜県　八幡　35.8℃(13:27)
茨城県　笠間　35.2℃(13:30)
愛媛県　大洲　34.9℃(13:31)
島根県　津和野34.9℃(12:40)
群馬県　前橋　34.8℃(12:33)

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
https://twitter.com/st0nes/status/593311940077727744 …
これ見て凍った。風が韓国まで回ってる。そしてMERS蔓延。
放射性水蒸気吸い込んで、呼吸器系の免疫力の低下が原因だと推測。 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619719589182615552/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
各地に降った黄色い粉の正体は？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/151118565.html …
①　福島第一原発事故後に広くウランが飛散、降下した。

②　劣化ウランの主成分はウラン238であり、これは下の画像にもあるように酸化する
と黄色く見える。 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619691174194843648/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
コッピー @norari8 · 13時間13時間前 
福一事故が起きてお水の汚染を止めるため小出先生が遮水壁をつくるように言ってい

たけど、それにかかるお金１０００億そのお金をケチって、オリンピックのメインス

タジアムに２５００億って騒いでいるって完全に頭おかしいよね〜

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
犬吠埼 7/11 10:57 今日も紫色だ 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619687344082259968/photo/1
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cmk2wlさんがリツイート 
Sato @abcsaato · 14時間14時間前 
Satoさんがリツイートしました cmk2wl
湿度１００％の宮崎は、コンクリートビルのグランドフロアは水滴が生じ濡れている

。古いビルだと更に階段の３〜５段まで結露したように濡れている。洗濯物は風を頼

りに外へ出してももちろん乾きません。乾燥機と室内干しで凌いでます。 

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 14時間14時間前 
【拡散】沖縄で放射能汚染問題：薪は本州の業者から仕入れておりました。 ところが
その業者が偽って福島県の薪を卸していたのです。 長い間気づかなかったのですが、
不信に思って灰を測ったら３万２千ベクレルもあったのです。http://bit.ly/1h4kBc2

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 15時間15時間前 
安倍政権はデモの群衆が被曝に気がついて暴徒化するのが怖いのではないですか？汚

染水について触れても今だ被曝には一度も言及した事がありません。戦争に関しては

国会でも取り上げられる程オープン。政府が隠したいのは何かを知った方が良い日

本人。

War Is Overさんがリツイート 
@Takeru_Hiiragi · 19時間19時間前 
@Takeru_Hiiragi 急病人 電車 
https://twitter.com/Takeru_Hiiragi/status/619601986543968260/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Matsue Huruta @HurutaMatsue · 24時間24時間前 
この１週間での食物による私の体調異変

京都府内ホテルの和食弁当→　唇の荒れ

岡山県製造の乳製品→　唇の痛みと胃もたれ

京都府製造の豆腐アイス→　真っ赤なタラコ唇になる(ﾉД`)
滋賀県製造のカップ麺→　無痛の下痢

急速に食物の放射能汚染が拡大しているかも。

AKIRA 2024さんがリツイート 
まず新聞・TVをやめよう @o_sh · 7月9日 

http://bit.ly/1h4kBc2
https://twitter.com/Takeru_Hiiragi/status/619601986543968260/photo/1


【当初から危ないと言われていた食材例】 きのこ、たけのこ、山菜、こんぶ・わかめ
、牛乳・ヨーグルト、緑茶葉・飲料、底魚、養殖魚、今では太平洋側の魚全般、モ

スバーガー、ゼンショー、コンビニ・イオンなど。

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 7月8日 
熊本県阿蘇郡西原村の土壌はプルトニウムで汚染されている・・・と、原子力規制庁

のデーターベースが語っている

http://matome.naver.jp/odai/2139009622789305301 …
https://twitter.com/4_Sea_/status/597758685528502272/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 7月5日 
本当に中間？

福島の中間貯蔵施設

１兆1000億円の国費
大熊、双葉両町…16平方キロ〜
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGG13H1P_T10C15A3000000/ …
最長で３０年

http://www.asahi.com/articles/DA3S11621246.html …
この惨状で、原発を続ける狂気… 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/577745407813414912/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 6月9日 
@ST0NES ビスマスは銀色でも大気中はピンク だそうです。コバルト60は青色..? まだ
いろいろ..。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6月9日 
@jackiemopsy 半減期2.0652年（約2年）Cs134・
・http://twitter.com/ST0NES/status/607745104388849664 …
太陽光線は、その崩壊時期の塵を映し出すでしょうか？

もしそうなら共有プールで再臨界？

re.Cesium Collar:

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://matome.naver.jp/odai/2139009622789305301
https://twitter.com/4_Sea_/status/597758685528502272/photo/1
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGG13H1P_T10C15A3000000/
http://www.asahi.com/articles/DA3S11621246.html
https://twitter.com/hopi_domingo/status/577745407813414912/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/607745104388849664


bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6月9日 
@ST0NES しかしなんなんだ？この見事に #東電の原発事故 の場所を中心に放射能汚
染を掻き回す風の巻き返しわ！単なる低気圧ではない。原発事故の悪化で起りやすい

気象現象？あるいは上のほうでまた #汚染を回す扇風機 が動いているのか？ 
https://twitter.com/ST0NES/status/608151708171042816/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月9日 
福島原発沖に海上濃霧警報が出たタイミングで沿岸各地の湿度が上昇しています。濃

霧警報も高湿度の頻度も上がっています。

濃霧と高湿度 ＝ 大規模臨界と仮定して観察してみます。
科学というのは現象を名称に当てはめることじゃない。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6月4日 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
F1から放出のカドミウム・ガス（ほぼ確
定http://twitter.com/ST0NES/status/606010872444518400 …）は今日で6日
目http://twitter.com/ST0NES/status/606360789931323392 …。数ヶ月後は首都圏でイタ
イイタイ病が続出する可能性あり。もう5年目、何も気にせず飲み喰いから被曝の累積
。そのピーク順‥@vermidog

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6月3日 
こわいです。日本は筋肉障害の地獄に‥。

@vermidog 黄色は放射性硫黄、’カドミウムみたいですね’ Element 48: カドミウム , 卑
金属 .その全ての同位体が放射性核種であり（…+4価は硝酸水溶液および酸化物等では
安定な価数であり、水溶液にしたときには緑色になる’

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5月3日 
2015.05.03_15.00-18.01.Unit1side
http://www.youtube.com/watch?v=LfIGjcMaccg&t=1m20s …
爆発してるな。地下で。

16時24分ごろ。建屋が大きく縦に揺れる。
その前後に海側の敷地から煙も？

地中で暴走する核燃料が現場を動かす瞬間‥@TEPCO_Nuclear

https://twitter.com/ST0NES/status/608151708171042816/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/606010872444518400
http://twitter.com/ST0NES/status/606360789931323392
http://www.youtube.com/watch?v=LfIGjcMaccg&t=1m20s


AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
2015.5.3の激しく揺れるカメラ。画像に濃く流れる水蒸気には色が付いてる。紫色に見
えるが。

https://m.youtube.com/watch?v=aP4c1Q2xmC8 … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619716814717652993/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4月23日 � 日本 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
モグラ・プルトくんによる、#プルトニウム239 かも？
http://twitter.com/ST0NES/status/591071694862716928 …
@2ch_NPP_info 2015/04/22(水)
福島第一原発、モクモクと緑色のものが沸いていると話題にウランか？

http://fox.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1429631504/ …
#２１日夜

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4月21日 
またそのうち数ヶ月後、数週間後、幾日後か？

専門的に知ってるヒトが言及するんですよ。

その不気味に緑色に光る正体を。

地下で暴走する核燃料の主体が

今なにを主成分とするウランxxxなのか‥
http://twitter.com/ST0NES/status/590323394618396672 …
https://twitter.com/ST0NES/status/590238058127077377/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
"wing135 2014年4月1日
千葉に住む知人60代も白内障で手術
うーん 
tart_k: 
チェルノブイリと同様に白内障が増えています。

病院の受付には

「原発事故との因果関係と

証明書に書く事はできません」と貼紙　" 

https://m.youtube.com/watch?v=aP4c1Q2xmC8
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/619716814717652993/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/591071694862716928
http://fox.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1429631504/
http://twitter.com/ST0NES/status/590323394618396672
https://twitter.com/ST0NES/status/590238058127077377/photo/1


https://twitter.com/neko_aii/status/619857049376026624/photo/1

自由自在 @dnanoca · 2時間2時間前 
そいつが来ると24時間営業の店が一時閉店させられる感じか。酸素いらっしゃい
ませー。二酸化炭素ありがとうございましたー。が、1サイクル。フクイチいらっしゃ
いませー。閉店。で、肺にはたくさんの店があるので、少し閉店してもなんとかな

るが、一気に閉店したら大変です。

War Is Overさんがリツイート 
ゆりかりん @yurikalin · 2時間2時間前 
「枝豆で癌になりやすかった理由は、

枝豆が遺伝子組み換えだったからだ」

って理由で大騒ぎしているTPP賛成の人たちを見ていると、
哀れになる。

遺伝子組み換え食品って、枝豆だけだと思っってるのかな？... http://fb.me/7mxUJq8GH

War Is Overさんがリツイート 
笠井君世 @kimmy_4 · 6時間6時間前 
@gpjTweet 戦前の日本では、白菜から青虫が出て来ても、お母さんもおばあちゃんも
慌てず騒がずつまんで捨てるだけだった。今の日本では、白菜ごと青虫を捨てそうだ

。まずその辺をなんとかしようよ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
この夏を過ぎれば被曝地の子ども達に地獄が訪れます

障害発症してから「移住させればよかった」と後悔しても子供が死ぬ運命を避けるこ

とはできません

私たちは事故の瞬間から被曝地の子ども達を移住させよと言い続けてきた

それを「単なるデマ」と決めつけたのはあなたです

子ども達が死んでゆく

War Is Overさんがリツイート 
く牛ううう @usi_930 · 7月4日 
東芝が粉飾決算1500億やっても「不適切な会計」で終わり殆ど報道されず
ホリエモンが50億粉飾決算したらマスメディア総動員でボッコボコにして逮捕収監か
。

ほんとおもしれー国だ

https://twitter.com/neko_aii/status/619857049376026624/photo/1
http://fb.me/7mxUJq8GH


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月12日5:47
夜中に涼しくなったので

窓閉めて気持ち良く熟睡して

目覚まし鳴る前の午前５時に

すっきり目が覚めて

o(^-^)o

窓を開けて

…線量上がってんな…(∋_∈)

と思ったら案の定、

札幌０.０４３μ。

室温２５℃。

快晴無風。o(^-^)o

…そんな贅沢な札幌の自室で、

昨夜の洗濯物を

直射日光カンカンの東の窓際に干し直して…

(^。^;)

…これから二度寝します…

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


（フェアトレードあんどレインフォレストなコーヒーはすでに飲みましたとも…♪）

(^o^)／



（７月18日）

http://85358.diarynote.jp/201507180032359021/

福島原発で何かあったね／震えや咳を伴う鼻からの出血。苦しん

で最終的に死亡／「もうこの子達を救えない。手遅れ」。

2015年7月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

cmk2wl @cmk2wl · 33 分33 分前 
東電福島原発で何かあったね。

neko-aii @neko_aii · 59分59分前 
2013-04-30
＜保安院の信じられない言葉＞

「日本が終わるということは，国民に説明する必要がない」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0b459fce3006f59b12ea0368bfc27095 …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
【福島第一原発の事故評価】

１号機・レベル７

２号機・レベル７

３号機・レベル７

４号機・レベル３ 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/17bfa15f77aa2495399c5a9616204a9b …
東電・政府・テレビ・新聞の＜大本営発表＞を信じていたら

われわれは殺される！？

私の思い込みの間違いを告げる、

数字が並んでいた

cmk2wl @cmk2wl · 7月15日 
7月10日 ペルーでアルパカの大量死　171.850頭
雪と氷と強風の温度低下によるものとされている。

https://twitter.com/cmk2wl/status/621372321844998144/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201507180032359021/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507180032359021/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150718/85358_201507180032359021_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150718/85358_201507180032359021_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150718/85358_201507180032359021_3.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0b459fce3006f59b12ea0368bfc27095
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/17bfa15f77aa2495399c5a9616204a9b
https://twitter.com/cmk2wl/status/621372321844998144/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
yunyun アルパカらっぱからっぱ えこりん村 

neko-aii @neko_aii · 7月16日 
毎時0.23μの空間は 53億個の細胞が刺される。
毎時1.0μの空間は 200億個の細胞がヒットを受ける。
直ちに人命に影響はないというが

確実に細胞が傷付けられている　「傷害事件」だ！

確実に寿命が切り取られる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a0fd78680c9cefba3d1116d8e0ea472c …

neko-aii @neko_aii · 7月16日 
放射線管理区域とは、一般人の立入りが禁止の場所

この場所に匹敵する汚染地に１００万人が住んでいる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/39b2da09c4be79fb696814da7852d3be …
南相馬

セシウム１０万Bq／平方メートル超えの汚染地帯
葛飾区、江戸川区など千葉県に接する一部の区

4万Bq／平方メートル超の汚染

neko-aii @neko_aii · 7月15日 
"nakashitadaiki
福島市10代女性
『私の姉の母乳から

ストロンチウム90とセシウム137が出た
その母乳を子供は飲んでいた

その事を人に言うと＜不安を煽るな＞と

言って周囲の皆から非難される

誰も私の話を聞いてくれない

放射能より人間の方が恐ろしい』"

neko-aii @neko_aii · 7月14日 
(原発労働者・嶋橋伸之くんの白血病死)より
電力会社は、約10年分の彼の賃金と同程度の

https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a0fd78680c9cefba3d1116d8e0ea472c
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/39b2da09c4be79fb696814da7852d3be


「弔慰金」と称するお金を遺族に渡し

「今後この問題について

　どのような異議も述べてはならない」

という書類を作成して

悲しみのどん底にある遺族に署名をさせた

金とひき換えに口を封じた

neko-aii @neko_aii · 7月14日 
(原発労働者・嶋橋伸之くんの白血病死)より
働いていた９年間に

5000ミリレムの被曝量に達し、ついに発病
27歳、白血病に
全身に赤い斑点、全身から出血

白血球が異常に増加

あらゆる治療が行なわれたが

２年後に29歳の人生を終えた
彼はその青春を原発に奪われたのです

https://www.youtube.com/watch?v=t_AUZVS5LP0
Anno 1404 Soundtrack (Full) 

neko-aiiさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月16日 
【重要】2015年5月22日 カザフスタン農業省によると、数週間で少なくとも127000頭
のアンテロープ（羚羊、カモシカ）の死が確認された。

生息頭数のおよそ半数が死んでしまった。 

neko-aiiさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5月13日 
2015年5月11日　パキスタンでラクダの大量死 200頭
震えや咳を伴う鼻からの出血。苦しんで最終的に死亡した。

https://twitter.com/cmk2wl/status/598489061301493761/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年4月29日 

https://www.youtube.com/watch?v=t_AUZVS5LP0
https://twitter.com/cmk2wl/status/598489061301493761/photo/1


これはサーモンだろう。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/461080335422193665/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=tgqFsqxbwx8
yunyun-Cutey Parade （えこりん村 銀河庭園 動物パレード）

neko-aii @neko_aii · 7月14日 
2012/2/3
相馬市のある小学校に子供達が戻ってきた本当の理由

その子供達が福1の核爆発直後、大量被爆
身体から7μSvを発し、避難所にも受入れてもらえない
小学校に隔離されたに等しい

医師「もうこの子達を救えない　手遅れ」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/79354e74f066437f083121e294474b9c

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:37
amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
福島市の死者数が、じわじわと増えてゆく

震災前の2010年に比べて今年前半では16.4%増えた
これが偶然か？　偶然起きる確率は5万分の１だ
二本松、郡山、伊達でも同じことになる

そして夏を過ぎれば凄まじい数字になるだろう 

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
福島を訪れただけで1500cpm超えの内部被曝した人が報告されているだけで数千人居るという
こと。国会質疑

http://www.asyura2.com/11/genpatu11/msg/399.html …

https://twitter.com/cmk2wl/status/461080335422193665/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=tgqFsqxbwx8
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/79354e74f066437f083121e294474b9c
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:41

War Is Overさんがリツイート 
平野大輔 @daisuke_hirano · 1時間1時間前 
【注目】浜田副大臣が、この映像の最後の方に、甲状腺がんの医療費を『面倒見る』とか、ほざ

きます。何が原因で甲状腺がんになったんだよ。何やねん。『面倒見る』って。 ( #OurPlanetTV
live at http://ustre.am/HWgJ )

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:45

War Is Overさんがリツイート 
francisco @sedzir · 7月16日 
日本の兵士が1000人くらい極めて凄惨な形で虫ケラのように落命して、若狭湾の原発が3基くらい
キノコ雲を上げて京阪神と名古屋と東京が廃墟になった時に初めて、「アレ、これってなんかヤ

バくね？(´ ▽｀)」って言い始めるのかも知れないな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:54
さて。そこで問題です。

伊方原発は、どこにありますか？

…おやすみ〜…
 

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


（７月21日）　気の弱そうな人に、罵声を浴びせるだけの簡単なお仕事です。

http://85358.diarynote.jp/201507220037018430/

福島原発でモコモコ／核爆発、破局噴火／エアコンをつけない

部屋、４９度／川崎にある東芝の原子力施設／「安保法制は誰が

一番儲かるのか？」／どうでもいいんだ、気象庁。

2015年7月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=YQl-wGT3-D4
Saiyuki - For Real (Guitar Version) 

neko-aii @neko_aii · 37分37分前 
「安保法制は誰が一番儲かるのか？」

これを報道してる日本メディアが全くない

三菱重工業と三菱商事

2兆円近い売上増と2000億円近い経常利益増
同業他社に比べダントツの上昇

防衛省の予算配分がそのまま反映されてる

(country-gentleman 2015/7/21)より

neko-aii @neko_aii · 7月20日 
2011年11月26日
川崎市川崎区にある東芝の原子力研究施設

「東芝原子力技術研究所」の実験用原子炉が再稼働。

実験炉は3月4日から運転停止中で
東日本大震災時は稼働していなかった。　

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/296e6e3e8459fdf867e215cbb2edb54e …

https://www.youtube.com/watch?v=DOW1A37Wr_I
ワールズエンド・エルシャダイ -Full ver.- 【PV】

cmk2wl @cmk2wl · 21 分21 分前 
濃霧です。 

http://85358.diarynote.jp/201507220037018430/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507220037018430/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150722/85358_201507220037018430_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150722/85358_201507220037018430_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150722/85358_201507220037018430_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YQl-wGT3-D4
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/296e6e3e8459fdf867e215cbb2edb54e
https://www.youtube.com/watch?v=DOW1A37Wr_I


日本の灯火　 @tabtab7 · 1時間1時間前 
フクイチは大変危険な状態！

百数十トンのデブリ、地下深く沈み岩盤が、中性子反射板となり再臨界、水蒸気爆発

、最悪は核爆発、破局的な噴火に！http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=306041&g=131208 … … 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2 時間2 時間前 
箱根山がこのあと危険な状態になっても、気象庁は、住民の不安をあおらないために

ほんとのことを言わないんだろな。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
大涌谷で火山灰の噴出を確認という報道

現象的には「噴火」

「活発な火山活動が続く大涌谷で21日正午、噴煙と共に極微量の火山灰が噴出したこ
とを気象庁が確認：http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/kanaloco-20150721-
110486/1.htm …」
画像は今朝。山肌が黄色い。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623472770865704960/photo/1

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
原発内では、ウランを核分裂させる過程で

200以上もの放射性物質が作られ
放射線濃度を何十億倍も強くする

原発内のこの高濃度の放射線は

定期的に外に出す構造になっている

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/03da5acbb021ec07e7f094a9ddfd5869 …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
「現象は噴火だが、住民の不安をあおるなどの防災上の影響もあるので、噴火とは呼

ばない」と気象庁はゆったらしい。噴火しても噴火だと気象庁は言わないのか。そ

うか。箱根山はこのかん、きっと何回も噴火してたんだろね。おーこわ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
そうだねえ。科学を捨てた政治機関になると決めたんだろうから、それでいいんだ

ろね。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306041&g=131208
http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/kanaloco-20150721-110486/1.htm
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623472770865704960/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/03da5acbb021ec07e7f094a9ddfd5869


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
気象庁の噴火の記録基準て、噴火かどうかを決める基準だと理解していたが、違うん

だな。記録するかどうかの基準なんだな。噴火かどうかはどうでもいいんだ、気象庁

。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
気象庁「噴火だが噴火と呼ばない

」http://www.asahi.com/articles/ASH7P5QR4H7PUTIL04Q.html …
「同庁火山課の小久保一哉・火山活動評価解析官は、今回の噴出現象について、「理

科研究の小学生に、噴火かと問われれば噴火だと答える。ただ、気象庁では噴火と記

録はしないと説明する」と話した。」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
15時ぐらいから、福島原発の前の海でモコモコ始まり、霧にしては、あまりにもモコ
モコな状態。17時30分頃からは、建屋が見えなくなるぐらいまでモコモコになり（18
時16分：福島沖：マグニチュード5.0）の地震。因果関係は不明な話。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623410505764319232 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
幻想的な福島原発…。
これが私たちの死なのだろうか…。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/623446164352823296/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
特定秘密保護法的に「噂話し」を書くと

「原発事故後の福島浜通り、原発の沖合を震源とする地震のいくつかは、███に溶

け落ちた██が███してるのが原因ではないか？と噂されている。根拠は（ドン！

）という揺れ方が変という証言が多く、海洋のモコモコもβ核種の███現象という、

噂話し。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
18時16分
福島県沖（マグニチュード5.0） マグニチュードが、大きい地震だから、またなんかト
ラブルね。原発敷地内には気象庁の地震計は無いから、どれだけの震度で揺れてる

かは。まったくの不明。

http://www.asahi.com/articles/ASH7P5QR4H7PUTIL04Q.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623410505764319232
https://twitter.com/cmk2wl/status/623446164352823296/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623423450099519488/photo/1


https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623423450099519488/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 5時間5時間前 
例え首都圏がそれほど汚染されていなかったとしても（そんなことないけど）、

「１５００体もの核燃料が近寄ることもできない不安定な場所にある」

この事実　一点だけで、そこに留まることがいかに高リスクなのか分る。

次に大地震があったら、持ちこたえられないだろうから＞＜

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
震度１以下の地震なので、気象庁は非公開の地震。

7月21日17時32分22秒ごろ（震源地：日本海中部：マグニチュード4.2）（深さ430km
）の深発地震。「海水の表面温度」が上昇してる地点と、ほぼ同じ。　因果関係は

不明。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
光化学オキシダント注意報

群馬県前橋渋川地域 注意報 18:00 
群馬県 群馬県県西部地域 注意報 18:00 
群馬県 群馬県県東南部地域 注意報 15:20

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
7月21日17時20分
福島第一原発ライブカメラ。今日はモコモコ酷い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623410505764319232/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は21日17:50まで有効です。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
埼玉県県北東部地区 
埼玉県県北中部地区

に、光化学オキシダント注意報 14:20 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623410505764319232/photo/1


かなり広範囲で濃度が上昇中。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
14時51分
エアコンをつけていない部屋。そこの窓際の温度。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623372649893249024/photo/1
49度。（−＿−；）

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月21日 13:53
】

関東地方の一部の地域では、今日（２１日）夕方にかけて、光化学スモッグの発生し

やすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月21日 11:03】
北海道地方では、２２日朝から日本海側を中心に雷を伴い非常に激しい雨が降る見込

みです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害に警戒してください。また、河川の

増水、落雷、突風、ひょうにも注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
7月21日10時：気象庁発表
「口永良部島：火山性地震は、昨日は27回発生し多い状態でした。今後も噴火が発生
する可能性があります。厳重な警戒をして下さい」

九州の火山帯が活発なら、九州で地震が増える。この逆の現象も起こってる状態

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
安倍政権による戦争法案

仮に最悪の事態になったとして、フクイチ原発のもたらす被害と比較してみると、実

はフクイチの方が桁違いに凄まじいことを大半の人々が知らない

フクイチ放射能による被曝障害は夏を過ぎれば見えるようになる

これから数年間の死者は数百万人

数十年間では数千万人に達する

amaちゃんださんがリツイート 
金吾@原発なくても電気は足りてる @kingo999 · 14時間14時間前 
気の弱そうな人に、罵声を浴びせるだけの簡単なお仕事です。 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/623372649893249024/photo/1
https://twitter.com/kingo999/status/623305081643872256/photo/1


https://twitter.com/kingo999/status/623305081643872256/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
「公明党支持率２．９％かあ。無惨という他ないわね。もう再生は不可能だろうな。

：ネコには都合が多い氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17896.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
「盗聴法」 　改正がヤバい！ 盗聴対象の拡大であなたも警察に盗聴され弱みを握られ
る

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=306150 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
原発事故から4年4ヵ月、東京荒川河川敷の放射能、1マイクロシーベルト超え(7/19 東
京都江戸川区平井)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5328.html 

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
〔フクイチ核惨事　甲状腺被爆〕◆　福島の子どもの甲状腺がんは事故前の６０倍

超／ 判断材料示さず帰還を促進する国
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-91db.html#more …
正しくは300倍、年内に3000倍になる見込み

amaちゃんだ @tokaiamada · 20時間20時間前 
死人続出!　
中国バブル、ついに大崩壊

このままでは中国全土で暴動が始まる

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44260 …

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 23時間23時間前 
フクイチ、黒煙が混じっているが、火災が起きている？

2015.7.21
1:06-1:12確認 
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/623163662434349057/photo/1

neko-aii @neko_aii · 7月20日 

http://sun.ap.teacup.com/souun/17896.html#readmore
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=306150
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5328.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/07/post-91db.html#more
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44260
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/623163662434349057/photo/1


(2011.3.12 双葉町) 4600μSv/hを記録していた！！「通常の１０万倍」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/21b67a44fcdf2384cfa3c4677496fce2 …
https://twitter.com/neko_aii/status/623102861153595392/photo/1
爆発前から放射線急上昇

NHKのHP（2014年3月11日19時32分）掲載のグラフ

https://www.youtube.com/watch?v=_L2cPmo4rOc
そんなカゲロウデイズで大丈夫か？.wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ9tRjBgD28
【コメあり】カゲロウデイズ歌ってみたと思ったら歌ってなかった

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【同性カップル 携帯の家族割適用へ】
ＫＤＤＩは、これまで家族向け割り引きの対象としていなかった同性のカップルに対

して、東京・渋谷区のように自治体が結婚に相当すると認める証明書があれば、家族

向けの割引料金を適用する方針を固めました。

http://nerv.link/mdUNaM

https://www.youtube.com/watch?v=HeScy1Z22P8
01 Saiyuki no Theme 

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

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
【最遊記外伝】また会う日まで【MAD】
 
       
 

コメント
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https://twitter.com/neko_aii/status/623102861153595392/photo/1
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https://www.youtube.com/watch?v=aQ9tRjBgD28
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https://www.youtube.com/watch?v=HeScy1Z22P8
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https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日1:00
寝まーす！
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（７月27日）

http://85358.diarynote.jp/201507271042195067/

焼損：航空機１／太田407でマジェスタが横転してた／運転中に
脳梗塞／水分不足で脳梗塞／くも膜下出血で倒れそのまま、４２

歳／白内障も放射能の影響。首都圏では失明者が続出。

2015年7月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=2aQaTUokGyQ
暮れてゆく空は 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4 時間4 時間前 
総務省消防庁◆東京都調布飛行場近隣住宅地における小型航空機の墜落火災（第２報

）

http://www.fdma.go.jp/bn/2015/detail/922.html …
発生（調査中）

覚知　11:02
死者３人（乗員２住民１）

負傷者５人（乗員３住民２）

焼損：航空機１住宅１０車両３

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18 時間18 時間前 
26日15時50分現在
東京都の全域に光化学スモッグ注意報。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625198041474052097/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 18時間18時間前 
【熱中症に注意！全国の最高気温(16時半)】
①群馬館林市38.8
②群馬前橋市38.2
②埼玉熊谷市38.2
④群馬伊勢崎市38.1
⑤埼玉鳩山町38.0
⑥栃木佐野市37.8
⑥群馬桐生市37.8
⑧兵庫豊岡市37.6
予防と処置→http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20131015.html …

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 21時間21時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました メタルぱんだ
名無し：07/03 04:52
兵庫県尼崎市　2011年6月女の子を出産
https://twitter.com/metalkopanda/status/615533548976541696 …
仕事で阪神高速を運転中に脳梗塞になった旦那くんの相方。高速でジグザグ運転。様

子がおかしいと気づいた旦那くんが運転を交代してから更に悪化…

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【東京・調布 軽飛行機が墜落か】
東京消防庁に入った連絡によりますと、26日午前11時ごろ、東京・調布市で軽飛行機
が墜落したという情報があるということです。

http://nerv.link/IZI2p8

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
ていとく @teitoku_1229 · 22時間22時間前 
ごめん、こわい。

今朝11時頃
調布市富士見町四丁目付近

小型セスナ機墜落。 
https://twitter.com/teitoku_1229/status/625128642100617216/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し：2015/07/02(木) 00:19 ID:XXXXXXXX
東京都目黒区出身

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=864420933638717&id=100002124561625 …
友人が亡くなりました…
くも膜下出血で倒れ、そのまま、、４２歳でした…

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 22時間22時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 
名無し：07/03 04:49
新潟

https://twitter.com/thee_roka_/status/616073087256166402 …
わりと身近な人の弟が31歳脳出血で亡くなったらしい…
https://twitter.com/thee_roka_/status/616073394979737601 …
24歳の女の子が水分不足で脳梗塞起こした例もわりと近くでおきてる…

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 23時間23時間前 
名無し：07/26 07:40
東海道線：２８歳運転士、手のしびれで交代 ５月にも２度
http://mainichi.jp/select/news/20150726k0000m040048000c.html …
ＪＲ東海道線岡崎駅に停車した豊橋発大垣行き新快速電車の男性運転士（２８）が手

のしびれを訴え運転を交代

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月26日 09:46
】

関東地方では、今日（２６日）昼前から夜のはじめ頃にかけて、光化学スモッグの発

生しやすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

自由自在 @dnanoca · 7月26日 
はいガラス付着物をめっちゃ集めるとドーン 
https://twitter.com/dnanoca/status/625097561041297408/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
まくょきんな @S_Pbear · 7月25日 
めっちゃ外磯臭いんですけど

埼玉海無いのに

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月25日 
18:00 0725 2015 @TEPCO_Nuclear F1
http://www.youtube.com/watch?v=l5uEJ-1_NoU …
この緑色の空はヘンだろ。http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%23GreenPlume+OR+%E7%B7%91+OR+%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A+OR+%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA+OR+%23GreenSmokeGas+OR+%E7%B7%91%E8%89%B2+OR+%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%B9+OR+%E3%82%AB%E3%83%89%E3%83%9F%E3%82%A6%E3%83%A0&src=realtime&f=tweets
…
あとで謎が解けてからでは遅いんだよ。とくに首都圏。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 7月25日 
4年後に米メディアが突然マーガレットの奇形にショックを受けることに決定をしたこ
とが 、むしろ不思議。

War Is Overさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 7月25日 
福島の卵を使って福島で製造されたファミマの「俺のプリン」、沖縄でも売られて

いる http://matome.naver.jp/odai/2137646284270188401 …　★加工食品と産地★の
話題 - NAVER まとめ

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7月25日 
"Ritsu821: 太田407でマジェスタが横転してた((((；゜Д゜)))) "
#横転線
https://twitter.com/Ritsu821/status/625063783820451840/photo/1

自由自在 @dnanoca · 7月24日 
フクイチから出たのは核燃料溶融蒸気ですからね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
自由自在 @dnanoca · 7月24日 
人の出入りが少なくて土足禁止で掃除も行き届いていてすっごいきれいな事務所のす

っごいきれいなエアコンだってセシウムどーんと見えますからね。なぜ測ったか？す

っごいきれいだったからだよ？もしかしてセシウムすげぇ少ないかもと思ってさ。 
https://twitter.com/dnanoca/status/624532095025614848/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
miel @miel_san · 7月22日 
大阪在住のオカンも顔が痒いって言ってた。雨がふったら。1番ひどかったのが今月の
9日か10日だったかな？そのくらいに雨降ってたんですかね、ハグキが腫れて口内炎が
できて顔が痒くていてられなかったって。歯槽膿漏かと思って歯医者行ったら違うっ

て言われて5日間くらいで治ったらしいけど…

neko-aiiさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 7月14日 
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【拡散】tokaiama 政府がなぜ秘密保護法を急いでいるか？　最大の理由は2016年問題
　東北はおろか首都圏でも凄い数の人が白血病などで死に始める　東京でも2011年被
曝者の大半が発病するだろう　情報を遮断しなければならない　

https://twitter.com/yuima21c/status/372897954798907392/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4月3日 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
まもなく首都圏では失明者が続出するとおもいます。

http://twitter.com/ST0NES/status/573515480582901760 …
次に来るのが食糧難‥

@beebeedj13 花粉症だと思ったら、放射能汚染の影響かもしれませんよ。
メディアがやたらと花粉症やってるでしょ？

白内障も放射能の影響でしょうね。

bit.ly/WotNukes@ST0NES 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
みなさんも気をつけたほうがいいですよ。

#放射線量が高い日は眼が痛い。
ここ最近そのことに気がつきました。

http://twitter.com/ST0NES/status/482613638331523073 …
雨が眼に入ってしまったときも注意。

http://twitter.com/ST0NES/status/563938077643522048 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 10月21日 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
「マリー・キュリーは、自身の体調不良が放射線によるものとは決して認めなかった

」

http://twitter.com/ST0NES/status/289966117856878592 …
似てますね。RT
@WadjetOsaka 内部被曝して死んでも違う病気やと思い込ます洗脳…内部被曝を理解
してなかったら、自分は関係ないと思ってる人が殆ど

https://www.youtube.com/watch?v=GR19BzEj7b4
ジブリ長編映画の曲を全部つなげて弾いてみた【事務員G】ピアノメドレー　Studio Ghibli
complete piano Medley by ZimuinG 1984〜2013

AKIRA 2024さんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 11時間11時間前 
備蓄食料を被災地に全量放出した高知県。南海地震が予想される中、足元の備蓄がな

くなる事への不安もあったはずで、実際にそういう声も出たそうだ。でも被災地支援

を優先できたのは高知の県民性そのものと表現して良く、昔の日本人の良心を垣間見

る思いがした。やはり人は助け合って生きるべきと思う。

AKIRA 2024さんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 11時間11時間前 
3.11後「直ちに健康への影響はない」と繰り返し国民に被爆を強要した枝野。彼は関東
での食料品供給不足にも「買占めが原因で供給量は足りている」と国民に罪をなすり

つけ、備蓄米の放出を拒否した。ちなみに高知県は、県内の災害用備蓄食料を全て被

災地に届け、備蓄庫をカラにした。

https://www.youtube.com/watch?v=o7IvGKkASuE
Joe Hisaishi 久石譲 29 Song Golden Collection
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（７月29日）

http://85358.diarynote.jp/201507290847161296/

「かゆい」放射線障害／廃村のレベル東京／福島原発地下で大規

模な爆発／非常に重要で危険を伴う作業なので英文で世界へ向け

報道し…日本国内の報道は？／生命の問題だよ。

2015年7月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=p7Xjb3GCJEw
Conheça Uruguai - Um país a ser copiado 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
情報を迅速に共有する前に優先する何かをもっている権力者がのさばっている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7月8日 
2015年7月4日に何かが起きたことはたしかなようだね 
ﾏｽﾞｲことを自発的に公表することはないけど、数千人が敷地内に居たんだから 
いずれ真相は漏れてくる 
線量爆上げの理由はトンデモない恐ろしい事故なんだろう

高気温と高線量が、ほぼ一致している。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 50 分50 分前 
大涌谷がいまどのような状態にあるか、包み隠さずに最新情報をお客様に提供しつつ

、そんなに危ないわけではないですからぜひ来てくださいとお願いする。これならわ

かる。しかし、情報を隠しながら「箱根を守ろう」とはなにごとだ。自分勝手が過

ぎる。殿様商売の時代はとうに終わった。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 18分18分前 
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気象庁は、6月29日の噴火を見ても噴火だと言えなかった。噴火ではない7月21日の有
色噴煙を噴火だと言った。このように、いまの気象庁火山の人材は、箱根山の重要な

ときに間違いばかりをしている。観測機器を24時間監視する現業職員の問題ではない
。データを解釈する上級職員の問題だ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 42分42分前 
箱根町と神奈川県は、大涌谷の情報を取捨選択して一般に提供している。彼らは火山

の知識を十分に持っている専門家ではない。そのような素人が情報流通を支配してい

る火山は危なくて近寄れない。いま箱根に行っても大丈夫なのは状況を自分で判断で

きる火山専門家だけだ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 56分56分前 
神奈川県は、箱根町とともに、異常が生じた箱根山をよく観察してその結果を細大漏

らさずすみやかに公開する責任を負っています。いまは、その責任を果たさないま、

「箱根を守ろう」などと勝手な言い分で観光客を無知なままに留め置いて陣地に引き

込もうとしています。卑怯なおこないです。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 
この画像は7月15日に伊豆半島ジオパークの鈴木さんがドローンで撮影して、21日に予
知連に提出したものです。きのう28日に公開されました。そのときの動画を鈴木さん
から見せてもらいました。火口内に湯だまりがあって沸騰しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【京都府 高温注意情報 2015年07月29日 05:07】
京都府では、２９日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症

など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼京都　３５度

▼舞鶴　３３度

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【兵庫県 高温注意情報 2015年07月29日 05:02】
兵庫県では、２９日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症

など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼神戸　３３度

▼豊岡　３５度



▼洲本　３１度

▼姫路　３３度

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
小型機が墜落した報道は、もういらんだろ。

その報道よりも「今日、福島原発で危険な屋根カバーの撤去を開始した事や、今日、

福島原発で火災があったことや、今日、凍土壁の電源トラブルで凍結できないこと。

」これがトップニュースだと思うけどね。

国民すべての生命の問題だよ。原発の現状は。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626008381182971905/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
地球上で最も危険な地震大国

４枚の地球規模のプレートが日本のドマンナカで交差してるという、地球上で最も危

険なエリア。太平洋プレートが沈み込み、フィリピン海プレートが沈み込み、そこで

巨大地震が起こる地形。ここに５４基も原発を造った

AKIRA 2024さんがリツイート 
nori @n0ri_tiki · 12時間12時間前 
福島第一原発 トラブルで停止の凍土壁設備 復旧
http://bit.ly/1LPqc8C 
まだやってたのか、利権だもんね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
手足口病の患者が１週間で3万2000人という報道。
ウイルス感染だから、免疫力の低下が原因（以下省略）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625981941125230592/photo/1
国立感染症研究所によると「今年10倍。飛沫と接触感染なので、対策は手洗い＆う
がい。大人が感染すると重症化するので厳重注意」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
「福島原発１号機のカバー撤去を開始」

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625963094854930436/photo/1
非常に重要で危険を伴う作業なので、英文で世界へ向けて報道してますね。「Work
begins to dismantle cover at Fukushima plant」　日本国内の報道は？

AKIRA 2024さんがリツイート 
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くりえいと @kurieight · 13時間13時間前 
熱中症死亡の言い訳づくり。@Santiago_Hotel 最高気温など、なんとでもなる。要は
被爆量高い地域を高温に見せたいだけ 群馬県館林 39.3 福島県梁川 39.1 福島県福島
39.0 岩手県釜石 38.4 茨城県大子 38.3 群馬県桐生 38.2 栃木県佐野

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
NHKでやってる==国際賠償モードがONになったアカシ
皆さん、覚悟はいいですか？

https://twitter.com/komatsunotsuma/status/585432885152325632/photo/1
“@kinmiraixx: カナダ海岸で検出 福島第一原発のセシウムかhttp://nhk.jp/N4Ie4DCh 

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
やっぱな。地下で大規模な爆発があったわけだ。

7/28AM8:25頃？@TEPCO_Nuclear■お知らせ■電源盤の地絡警報発生およびフレキシ
ブルチューブからの白煙確認

？http://twitter.com/TEPCO_Nuclear/status/625860691086344192 …
#東電の原発事故

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 15 時間15 時間前 
〔熱中症〕7/20〜7/26の救急搬送状況 搬送者数は前週より増加
http://www.rescuenow.net/?p=1960 
総務省消防庁は28日、7月20日から26日の7日間における熱中症による救急搬送状況(
速報値)を公表しました。同期間における全国の救急搬送者数は7392人…

AKIRA 2024さんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 15時間15時間前 
@breeze000 @nioumasashi イルカも…。
福島近くで大量座礁中死亡したイルカに発見された白肺・血液供給の断絶・放射能被

曝に関連(ENENews) ﾅﾙﾄ大橋 http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/733.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前 
報道関係各位一斉メール

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625906312090521600/photo/1
「地絡警報の発生と多核種除去設備建屋近傍における白煙の確認（続報）　双葉消防

本部による確認の結果、フレキシブルチューブの火災と判断されました。同消防本部
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により、午前9時30分に鎮火が確認されております」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
福島原発1号機：建屋カバーの取り外し
撮影日：2015年7月28日
撮影：東京電力株式会社

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625903035177308160/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
7月28日7時
「福島原発１号機の建屋カバーの解体作業を開始。散乱している高濃度汚染瓦礫を撤

去し、使用済み燃料プールにある392体の核燃料を取り出す作業：http://news.tv-
asahi.co.jp/news_society/articles/000055602.html …」
MPの線量、風向きに要注意

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
箱根：大湧谷

今日は一段と（噴気・噴煙）の量が多く、立ち入り禁止区域で数名が目視の調査。長

時間は危険なので、短時間で調査を終了。（画像：気象庁）

気象庁：7月27日（噴火警報・予報
）http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150727160107.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【香川県 潮位情報 2015年07月28日 11:26】
７月３１日の満月の前後は大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くな

ります。香川県の沿岸では、海岸や河口付近の低い土地で浸水や冠水のおそれがあり

ます。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
日本時間28日6時41分：パプアニューギニア（マグニチュード7.0　48km）の地震。　
この付近は（7月10日：M7.0）（7月18日：M6.9）の巨大地震が続いてるエリア
気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150728071233394-280641.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 7月27日 
皆が避難しないから、自分も避難しない。ただそれだけの理由で避難をしない。こう

いう人が多すぎる。「皆がやること」が間違っていたらどうする？そして、これは「

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/625903035177308160/photo/1
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000055602.html
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150727160107.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150728071233394-280641.html


もしも」の話しではない。津波の教訓が全く活きていないのが、放射能から逃げない

東京の民。

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7月27日 
今度は本物の1億玉砕だ
ベラルーシのゴメリ州 
(一番汚染の酷かった地域) 
10万人の中で9人がガン発症 
福島県 
10万人の中で360人がガン発症 
どう考えても異常事態だよね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7月10日 
自分の周囲に住んでる人で、蕁麻疹など今までになかった、アレルギー症状を示す

人が 
非常に多い。何に反応しているのかは、不明だけど・・・ 
夜間救急に行った人もいた。免疫力が落ちているのだろうか。

ウランもセシウムも金属だから　金属アレルギーと言われている

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7月10日 
最近風呂はいると全身かゆくなる。 
放射線障害でこういうのってあるの？ 
ほんと水道水はヤバイきがしてならない

コバルト60の放射線を浴びるとかゆみが出る。 
君の予想は正しいかも♪ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
コーン @corndot · 7月8日 
そしてなにより決定的なのは、５日夜、飯山一郎氏が新井信介氏に電話した内容。 
「とんでもない線量だよ。茨城の東海村で、ベータ線とガンマー線で、１００μSv　を
超えている、と現地の研究者から、電話が来た」 
全てが繋がっているようにしか見えない。20150707

AKIRA 2024さんがリツイート 



bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5月15日 
実際の首都圏、この一年で0.3μSv/hを超えるところが、こんなに。@GeorgeBowWow
最近東京の電車が急病人で…汚染食材を平気で食べ、空気も汚染され、避難権利レベ
ル（0.114μSv/h = 1mSv/y）を超えているのに… 
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5月15日 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました なびすけすたいる
は、廃村のレベル‥東京が、首都圏が‥

http://twitter.com/naaaaaagi66/status/599208073421459457 …
云われてみるとその通り。

以前からhttp://hakatte.jp/geigermap/ 
いくたびか画像に抽出してきたが

今まで出し惜しみしてたわけじゃない。

F1再臨界の証拠が1年で固まったわけ。逃げろ！

AKIRA 2024さんがリツイート 
なびすけすたいる @naaaaaagi66 · 5月15日 
0.4-廃村レベル（チェルノブイリ） 
@naaaaaagi66
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
KAT @d_katuragi · 11月23日 
内部被曝でβ核種がいたるところに血管内膜炎→動脈硬化起こすんよ。で、【亡くなっ

た二人の血液中の塩分濃度は、かなり高め】【16歳にして動脈硬化が起きていた】全
身の血管でアテローム作る原因になるから、【至る所に血栓があり】【若い世代での

脳梗塞や心筋梗塞発症が増えています】に至る訳だ

https://www.youtube.com/watch?v=JGpr_lfD6-I
Reus Pelicula Uruguaya COMPLETA 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
日本全域の原発再稼働の準備が進行中

https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1
http://twitter.com/naaaaaagi66/status/599208073421459457
http://hakatte.jp/geigermap/
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=JGpr_lfD6-I


地元の人で「原発は景気もよくなるので再稼働賛成です」なんて人もいますけど、も

しも福島のような事故があっても「補償も受けない、文句も言わない」そういう覚悟

は出来てるんだろうか？福島で避難生活をしてる人たちが、どれだけ苦しんでるか理

解してるのかな 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ゆっこ（海外移住目指して勉強中） @Blenda_39 · 7月12日 
キチガイの沙汰だ！日本はこれほどまでに堕ちてしまったのか！

@4_Sea_: ペットボトル入り水道水「ふくしまの水」、オーストラリアに輸出！
http://matome.naver.jp/odai/2142375818654943001 …

https://www.youtube.com/watch?v=EbrFJ7JiUmQ&list=PL84F454CA228F9600
Diários de Motocicleta (film 2004) 

https://www.youtube.com/watch?v=_k-3snguhTw
Ryuichi Sakamoto - MERRY CHRISTMAS MR. LAWRENCE / 坂本龍一: 戦場のメリークリスマス
(1983)

http://matome.naver.jp/odai/2142375818654943001
https://www.youtube.com/watch?v=EbrFJ7JiUmQ&list=PL84F454CA228F9600
https://www.youtube.com/watch?v=_k-3snguhTw


（８月１日）　頭皮に赤い湿疹、抜け毛も酷い。

http://85358.diarynote.jp/201508010040465305/

【重要】 頭皮に赤い湿疹、抜け毛も酷い／東電風が通過／ フク
イチ使用済燃料プールの自発的核分裂 放射性ヨウ素放出／東
京23区の死亡数伸び率約1割／脳や神経を放射能に侵されている
。

2015年8月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
https://www.youtube.com/watch?v=kCNMPcRH5QM
竜童組　ザ・カムイ

かおなし @cocorono121 · 28分28分前 
フクイチからは毎時1000万ベクレル1日にして2億4000万ベクレルの放射性物質が大気
中に放出されています 今現在もです ニュースソースは東電廣瀬社長の国会答弁です…
汚染水も漏れっぱなしです 完全にブロックのあの人は趣味の安保に夢中です

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 28分28分前 
放射性物質（放射能）は完全犯罪も可能だ

なぜなら「ただちに人体に影響がない」から。即効性の毒物ではなく、累積＆閾値の

毒物。昔から暗殺に使われる放射性物質もある。徐々に、あの世へ送る為、バレにく

いから暗殺にも使われる

即効性のない毒物＝放射性物質＝原発事故後は軽く見てはダメな物質

cmk2wl @cmk2wl · 32分32分前 
銚子と勝浦の湿度は、トリチウム水蒸気の警戒警報になるだろうか…。
銚子はとにかく反応する。

2015年07月31日　銚子、勝浦 

cmk2wl @cmk2wl · 40分40分前 
光化学オキシダント注意報・警報発令状況。

発令から解除までの時間が長くなっている。

4時間もオキシダントに人体がさらされるなんて…。

かおなし @cocorono121 · 46分46分前 
チェルノブイリでは250キロ圏内を避難区域とした フクイチから250キロ圏内は横浜ま
で到達する…チェルノブイリは一基が事故しフクイチは四基が事故した この事実をど
う捉えますか？当時共産圏のソ連でさえここまで避難させたんですよ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 50分50分前 
でも「地下水」は深刻

福島原発では汚染水が、もう４年間も漏れてるから。それが「海へ流れる」なら、ま

だしも、そうではなく、内陸部の地下水へ繋がるようなルートで流れていたら、いず

れ他県の地下水も放射能まみれになる。地下水は食品の製造時に使う。もしそうなっ

ても調べもしないだろう。β線

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
連日、福島の最高気温が37℃とか38℃とか。
こないだから「なんで？福島だけ？」とネットでは言われていて、その理由も様々な

推測がある。「あ〜なるほどね。そういう事もあるかもね。核燃料がメルトアースし

てるからね」なんて軽く考えてしまうけど、本当にそうだったら、日本はやがて滅

http://85358.diarynote.jp/201508010040465305/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508010040465305/
https://www.youtube.com/watch?v=kCNMPcRH5QM


亡だ。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012/10/9
頭皮に赤い湿疹、掻くと『かさぶたと一緒に大事な毛髪がポロっと落ちた！』抜け毛

も酷い

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1d6dca7635e1fca33f003ac3fb265be5 …
抜け毛もすごく、頭皮が目立ち始め、

かなり落ち込み、あせっています。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"JYCEagara
和歌山県　生石高原(標高870m)
山頂：0.11μSv／h
420m(中腹)：0.86μSv／h
中腹の谷部：4.70μSv／h
極めて高い線量を観測

原発の爆発で飛散した死の灰が

高度400m付近の凹み部分に堆積
遠く迄飛散している "

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
数日後、鹿児島の川内原発が再稼働する

桜島は1955年以来の最速ペースで爆発的噴火をし山体膨張してる。口永良部島、阿蘇
、霧島山、九州火山帯が活発だ

昨夜から鹿児島県：諏訪之瀬島が噴火してる。噴煙が「山の神の怒りの表情」にも見

える

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 3 時間3 時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
永遠に見送らせろ。そんなもん。@Plutokun_Bot
#川内原発 の再稼働、また遅れて8月に
http://twitter.com/search?
f=tweets&vertical=default&q=from:Plutokun_Bot+%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=typd
…
http://twitter.com/ST0NES/status/627095109155225600 …
http://twitter.com/ST0NES/status/627093078495498242 …

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 3時間3時間前 
ひとつ許してしまえば全国の原発がドミノ式で事故を起こす！

http://twitter.com/ST0NES/status/516017410013278208 …
再稼働申請原発一覧

http://genpatumap.seesaa.net/article/367792940.html …
今やっと動かせそうな危険な原子炉が17基だろうと
ぜんぶ要らない！

https://twitter.com/GuciYama/status/229210667817766912/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4 時間4 時間前 
きょうの満月は黄色いね。

neko-aiiさんがリツイート 
はと @hato_poppoo · 4時間4時間前 
東京板橋の某大手病院の救急救命センターでは，被曝症と断定せざるをえない患者が

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1d6dca7635e1fca33f003ac3fb265be5
http://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=from:Plutokun_Bot+%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=typd
http://twitter.com/ST0NES/status/627095109155225600
http://twitter.com/ST0NES/status/627093078495498242
http://twitter.com/ST0NES/status/516017410013278208
http://genpatumap.seesaa.net/article/367792940.html
https://twitter.com/GuciYama/status/229210667817766912/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9a9573c8a60acd20f2abe822e7e41116


増えているという http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9a9573c8a60acd20f2abe822e7e41116
… @neko_aiiさんから

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
いや、あなたがいてよかった。この重大な問題は、つい昨日まで誰もマトモなreply
なかったです。進歩。@aozoraonpu 声に出して言いたい。怖くて言えない自分がい
る(涙) デモは国民が「被爆」から目をそらさせる為。 デモに参加してる間も呼吸、肌
、被爆してる。@pecko178

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
ビールなんて飲む気にもなれず‥どっかの店で今だけ愉しく酒を飲む？そんな人間ど

もの腐った経済社会の日常に関係なく、去年あたりから、ほとんど蝉も鳴かない夏。

尾の短い蜻蛉も目立ち、誰の生涯でも見かけることは少ないはずの昆虫の繁殖。朱鷺

どころかマトモな鳥が飛んでない。原発事故5年目の夏。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
この3日間、気象庁の連中は不安定と言っているが地元の予報は晴れなのに、湿度が高
くオカシナ曇り方が続いている。原発事故から240キロ圏内の東日本で異様な霧に包ま
れた状態。風向きはともかくhttp://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
220.95,37.42,1821 …
10年、15年前は、こんな夏ではなかった。変だろ。

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 5時間5時間前 
ほー。

2015.7.31
19:04 
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/627057813156573184/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
熱中症の原因が高温、多湿、水分補給等は全部ウソ。疑似相関。

補給水でなんとかなるようなものでもない。

窒素酸化物や放射性ガスや室内で蒸散する炭化水素類。セシウム、ストロンチウムの

過酸化物によるもの。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Emiko @rootstar2525 · 5時間5時間前 
福島原発事故。避難移住を選択した人たちを私は全面的に支持しています。支援を打

ち切るなんてありえない暴挙。まだまだ今からでも遅くない今からでも避難移住した

いというおもいでいる人たちも少なくはないんです。♯福島原発事故♯避難移住♯自

主避難

cyborg001 @cyborg0012 · 6時間6時間前 
cyborg001さんがリツイートしました 命の党・大山弘一
【重要情報】フクイチ使用済燃料プールの自発的核分裂による放射性ヨウ素放出と最

大被曝量。原子力規制委員会の推計では、小児甲状腺等価線量で週28mSv、年
間1,344mSvに相当。恐ろしい被曝量です。周辺自治体への影響が心配です。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
鹿児島県：諏訪之瀬島

連続噴火継続中

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/627054068008005633/photo/1

http://earth.nullschool.net/jp/?utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-220.95,37.42,1821
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/627057813156573184/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/627054068008005633/photo/1


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 6時間6時間前 
気象庁だって、火山噴火は予知できるとゆってるし。

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 6時間6時間前 
若者よ、戦争反対は叫ばなくても国民は皆んなが同じ気持ちなんだよ。

怪しい団体に騙されてないかい？

利用されてないかい？

君たちが心配し、声を上げるのはその汚染された官邸前じゃない。

君たちが心配するのは、君たちの子供や子孫に受け継がれるDNAの事。
放射能汚染の事なんだよ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 6時間6時間前 
口永良部島で5月29日以来2ヶ月を超えてレベル5が継続しているのは、昨年9月の御嶽
山効果だろう。このまま無為に継続を認めると、口永良部島は無人島になる。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 6時間6時間前 
名無し：07/11 11:32
http://www.minyu-net.com/news/news/0711/news7.html …
福島市の福島医大病院にくも膜下出血で入院していた４０代女性が脳死と判定された

臓器移植で、福島医大病院に集まった各病院の摘出チームは１０日早朝から摘出手術

を始め、それぞれの病院に臓器を運んだ。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
関東の広い範囲に光化学オキシダント注意報。 

早川由紀夫さんがリツイート 
ごんのひょうえ @gonbesan774 · 7時間7時間前 
レベル下げて島民が帰ってからもし噴火したときの責任を取りたく無いから？ RT
@HayakawaYukio: 口永良部島がまだレベル5に留め置かれている理由は何？

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 8時間8時間前 
一の池て、こういう風景なんだけど、このどこに？　長野県警/時事通信 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/627015430977142784/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 8時間8時間前 
Reading:原発周辺 噴火の前兆判断 助言組織設置へ　NHKニュース
http://nhk.jp/N4KV4Gf6 
誰がメンバーになるか、たいへん興味深い。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：07/31 16:16
carapowa1
つい先日、外出中に熱中症で倒れ、救急搬送されて入院したお嬢さん、白血病で

した。15歳…愕然としました。今迄の常識では考えられない事が次々と起こってい
ます。千葉の高校受験を控えた中3のお嬢さんです。

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風の磁場が強まり、磁気圏の活動を高めています。 http://swnews.jp
#swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東電元会長ら３人強制起訴へ 検察審査会議決】

http://www.minyu-net.com/news/news/0711/news7.html
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/627015430977142784/photo/1
http://nhk.jp/N4KV4Gf6
http://swnews.jp/


福島第一原子力発電所の事故を巡って、検察が不起訴にした東京電力の元会長ら旧経

営陣3人について、東京第五検察審査会は2回目の審査でも「起訴すべきだ」と議決し
、元会長ら3人は業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになりました。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 10時間10時間前 
3月15日午後の浪江町津島がヤマだった。幸いなことに、放射能霧がやってくる直前に
全員脱出した。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
光化学オキシダントの範囲が拡大。

発生頻度も上がっています。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
光化学オキシダント注意報。

埼玉県 埼玉県県南中部地区 注意報 13:20 
千葉県 千葉県葛南地域 注意報 13:20 
東京都 東京都区西部 注意報 13:20 
大阪府 大阪府堺市及びその周辺地域 注意報 13:30
岡山県 岡山県備前市地域 注意報 14:10

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
ドイツARD局が見た福島の除染
https://www.youtube.com/watch?v=e3vXmK1ycG8 …
冗談だろう…。 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
http://inventsolitude.sblo.jp/article/158304707.html …
東京23区の死亡数伸び率約1割です。今、駅や街中で倒れたり、眠り込んでいる人は、
すでに脳や神経を放射能によって侵されている恐れがありますから、そう遠い無い時

期の死亡予備軍です。

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 11時間11時間前 
「ホの奇形とみられるが、立場上そういうことは許されない。適当に誤魔化すので、

読者は感じ取ってほしい」。

というか、ほんとに単なる異形としてしか認識してないとしたら、キチガイだな。

https://twitter.com/kurieight/status/626966441535762432/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
放射線が強烈で人間は近づけない。

言い訳を言ってるけど、実はロボットも壊れてしまう放射線量。どこが「アンダーコ

ントロール」なんだろうか？

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626965189083029504/photo/1
「福島原発２号機：ロボット調査を大幅延期：https://www.youtube.com/watch?
v=SWroS-1KboI …」

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
誰が誰を見捨てたのか？ - Togetterまとめ http://togetter.com/li/837813 via @togetter_jp

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 12時間12時間前 
ドローンを禁止し、トイレの落書きは取り締まり、飛行機の遊覧飛行は簡単に禁止す

るのに、原発だけはかばう

https://www.youtube.com/watch?v=e3vXmK1ycG8
http://inventsolitude.sblo.jp/article/158304707.html
https://twitter.com/kurieight/status/626966441535762432/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626965189083029504/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=SWroS-1KboI
http://togetter.com/li/837813


AKIRA 2024さんがリツイート 
nou @nounounekoneko · 12時間12時間前 
きゃー！また0.46！なんで？カバー外してるから？

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
マグマだまりは、マグマが地下に滞留しているのをいいます。湯だまりは、お湯が

たまった火口をいいます。地下ではなく地表です。つまりは温泉のことです。阿蘇で

そう呼ばれています。他の火山で呼ばれたのを知りません。箱根山で湯だまりを使っ

たのは、7月10日の私がたぶん最初です。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
東京都で深発地震。

7月31日 11時11分ごろ：震源地（目黒区 祐天寺駅付近：マグニチュード3.5：深
さ124.6km）の 深発地震。　非常に珍しい場所。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 12時間12時間前 
大涌谷終わった。

29日の協力2社のドローン映像は、15日のパオーンドローン映像より格段に劣る品質だ
った。15日の高品質を差し止めて、29日の映像で知事が記者会見した事実は重い。災
害時における情報公開の考え方の根幹にかかわる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Hiroモン @Winhiro99 · 13時間13時間前 
水蒸気は濃くなったり薄くなったりを繰り返す、東電の異常事態。

土曜日の午後から関東方面に１０ｍの東電風が通過しますので、屋内待機

が良いかと思います。http://news.tbs.co.jp/newsi_sp/ust/

AKIRA 2024さんがリツイート 
木葉功一 @kibakoichi · 13時間13時間前 
今日の空気は喉にくるねえ★★★

AKIRA 2024さんがリツイート 
Hiroモン @Winhiro99 · 13時間13時間前 
蒸気の色合いに紫が増えてきた！メルトダウンの時の映像にそっくり。

ず〜〜〜と霧状態で判りずらいけど、４号基の影が見えないのですが・・。遠方の山

並み？http://news.tbs.co.jp/newsi_sp/ust/

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 14時間14時間前 
どう説得しようとも本人に動く意志がないので無駄です。内部外部の被曝により脳の

中枢神経がおかされて危険を危険と認識しなくなったようだ。電車での急病人や身近

に起きる病気や病死にも鈍感。全てに鈍感。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 15 時間15 時間前 
バンダジェフスキー：２０〜４０ベクレルで心臓に異常起きる

cmk2wlさんがリツイート 
Bulbul’s (鵯の) @Hiyodori_no · 15時間15時間前 
@cmk2wl ヨーロッパのキッチンは電気レンジが主流だけど、IHじゃないんですよ。ラ
ジエントヒーターっていう、ただの電熱方式。IHの電磁波が調理人にとって危険だか
らという理由です。AEGやMieleなどのドイツ家電を見ると分かります。「電磁波が
安全」は「日本の常識」に過ぎない。

http://news.tbs.co.jp/newsi_sp/ust/
http://news.tbs.co.jp/newsi_sp/ust/


AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 15時間15時間前 
東京西部のカナリアさんが、舌がやけどするような空気だと、、、

１号機のカバーを外したからか、それとも昨日夕方の浜通り震度３の影響か？

震度３の方が影響大きいだろうな。

早朝から胃の背中側がすごく凝ったような痛さ。首から後頭部の強張り、リンパ腫れ

、目脂。お腹緩い。

＊体調メモ：

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
7月31日 02時28分
震源地・奈良県：33.921N 135.603E（Magnitude2.7 depth 10.9km） 　2時39分ごろに
も余震。気がついた人が多いようだけど、なぜか震度1未満とされ、気象庁が公開せず

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：07/31 06:43
台湾・宜蘭で地震多発、28日に15回観測 最大震度は6
http://japan.cna.com.tw/news/atra/201507290003.aspx …
台湾にも原発あったよな

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 15時間15時間前 
鍵RT:　昨日（７/３０）の暑い中、身体が冷たくなって寒くて仕方ないと言い出す子ど
もさんがいた。 汗は多量にかいていたけれど… 鼻血を出した子どもさんについては、
昨日の夜も両方の鼻から鼻血が凄く出てね〜とママさん。

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 23時間23時間前 
そして、ディズニーランドではネットで線量数値の写真を公開されるのを恐れて絶賛

規制中。

ミッキーに騙されたら、死ぬよ。

ちなみに東京ディズニーランドの入り口付近は約0.22-0.24μsv 。チェルノブイリ立ち
入り禁止区域入口が0.23 
https://twitter.com/buick54aki/status/626803170610524160/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート
cmk2wl @cmk2wl · 24時間24時間前 
@hiro_osaka2004 これですね。
特殊なライトの色なので、海底を探っているんじゃないかって思ってます。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/626780808452313089/photo/1
AKIRA 2024さんがリツイート 
Hiroモン @Winhiro99 · 7時間7時間前 
昨日見た東電のクレーンで吊ったＵＦＯ様な光る物体は何だったのか？？

爆破した現場の確認作業なのか？

AKIRAさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 7月30日 
悲惨、核汚染空母ロナルド・レーガン。原発事故の際のベント開放中、放射能プルー

ムの中を航行し被曝、乗組員多数が体調悪化。しかも当時福島沖の海水を淡水化して

飲んでいた。今も汚染水だだ漏れの海で獲った魚食ってる日本人はどれだけ悲惨な

んだ。 

t-mari @kappel0208 · 7月30日 

http://japan.cna.com.tw/news/atra/201507290003.aspx
https://twitter.com/buick54aki/status/626803170610524160/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/626780808452313089/photo/1


これまでのフクイチの様子と欧州のモニタリングを見ていると、明らかに欠測が多く

なり、検出地域が定まりつつあります（しかも増えている）。ポルトガル、フランス

、ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、スイス、イタリア、オーストリア、ハン

ガリー、マケドニア、キプロス、欧州全域にスポットがある

AKIRA 2024さんがリツイート 
みつまめ☆ @momon0204 · 6月24日 
旦那の歯が折れた…しかも前歯。キッツー(ｰｰ;)

https://www.youtube.com/watch?v=33ewCbgVdjQ
竜童組 - ザ・カムイ with 林英哲

https://www.youtube.com/watch?v=lvyHp6WUefM
Eitetsu Hayashi － Bolero　林英哲＆山下洋輔 － ボレロ (FULL ver.) 

AKIRA 2024さんがリツイート 
卵かけ　ごはん（死ぬこと以外かすり傷） @egg_rice · 12時間12時間前 
未だ今後の生活もままなならず仮設住宅で暮らす人々や、老人ホームが満床で行くあ

てもなく死を待つ老人や、保育所が足りなくて働きたくても働けない母ちゃんや…そ
ーいった事に目をつぶってスポーツをダシに金儲けを企むゲス野郎に投票しちゃった

国民が馬鹿なんですかねぇ

https://www.youtube.com/watch?v=nczumDT-ZO0
竜童組　津軽口説組曲 

https://www.youtube.com/watch?v=7lXwdKfrm5Q
竜童組LIVE1986「ザ・カムイ」

https://www.youtube.com/watch?v=G4LbZqzRUTM
SOUL FLOWER UNION - レプン・カムイ 
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先週から毎日のように光化学スモッグが発令されてる

80年代後半ぐらいまでは「只今、光化学スモッグ注意報が発令されました。なるべく野外の活動
と車の運転を控えて下さい」と、街じゅうに、大音量でアナウンスされてたけど、今はやってな

い

 



（８月２日）

http://85358.diarynote.jp/201508010902052650/

見た人と見てない人／状況理解の乖離が日々拡

大している。…このあとどうなるか？
2015年8月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
https://www.youtube.com/watch?v=_X9QxFaHJwA
SAKHALIN ROCK 

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 21分21分前 
どこへ行っても核汚染。どこまで逃げても

http://twitter.com/ST0NES/status/627060568361336832 …
逃げたところも核汚染。

それでも決してヒラキなおってはいけない。

そしてとくに原発事故が起こされた国では

その周辺にいてはいけない。

人口密集地も。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月15日 
このあとどうなるか？

http://twilog.org/ST0NES/search?
word=kefco&ao=a&order=allasc#tw607511370666405889 …
覚悟できているひとも、あるいはずっとあとになって

「明日は我が身だったか‥」と思い知らされるヒトも

逃げなかったのがわるい‥と結論づけずに

逃げられないようにされてきた現実を自分の親の代より前へ遡ったほうがいい。

https://www.youtube.com/watch?v=HzKCOaf8CW8
モシリ＆ 倍音ケイイチ MOSHILI Unite @ TENRINSAI 転輪祭

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 1 分1 分前 
名無し：07/31 16:48
3月12日に既にメルトアース始まってたの知っててずっと嘘を突き通していた
南相馬で、ものすごい放射線を出す謎の物質が見つかって警察でなく東電が回収し

http://85358.diarynote.jp/201508010902052650/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=_X9QxFaHJwA
http://twitter.com/ST0NES/status/627060568361336832
http://twilog.org/ST0NES/search?word=kefco&ao=a&order=allasc#tw607511370666405889
https://www.youtube.com/watch?v=HzKCOaf8CW8


南相馬で、ものすごい放射線を出す謎の物質が見つかって警察でなく東電が回収し

ていったが、どう見ても燃料の欠片だろ、と

犯罪加害者に重要な証拠物件を回収させた警察にも刑事罰を

AKIRA 2024さんがリツイート 
自由自在 @dnanoca · 43分43分前 
いやー、朝から空気白いっすねー

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2 時間2 時間前 
知事が7月15日大涌谷ドローン動画の公開を拒んでいるから、それを見た人とまだ見て
ない人の間で状況理解の乖離が日々拡大している。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2015/07/31(金) 05:03 ID:XXXXXXXX
仏アレバ 原子炉事業株の過半数売却へ　NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150730/k10010172791000.html …

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
トリチウムを含む汚染水を海上で蒸発させる東電@TEPCO_Nuclear may evaporate
tritium-laced Fukushima water instead of ocean release
Apr 8, 2015
http://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fnews%2F2015%2F04%2F08%2Fnational%2Ftepco-
may-evaporate-tritium-laced-fukushima-water-instead-of-ocean-release&tl=ja …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【群馬県 高温注意情報 2015年08月01日 05:00】
群馬県では、１日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症な

ど健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼前橋　　　３８度

▼みなかみ　３４度

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【岐阜県 高温注意情報 2015年08月01日 05:02】
岐阜県では、１日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症な

ど健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼岐阜　３８度

▼高山　３６度

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150730/k10010172791000.html
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.japantimes.co.jp%2Fnews%2F2015%2F04%2F08%2Fnational%2Ftepco-may-evaporate-tritium-laced-fukushima-water-instead-of-ocean-release&tl=ja


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【奈良県 高温注意情報 2015年08月01日 05:02】
奈良県では、１日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症な

ど健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼奈良　３７度

▼風屋　３６度

un志水　満 @tennsi21 · 6 時間6 時間前 
最近、現場情報が聞こえてこないと思ったら……福島原発では、異状な現象〜地下で
臨界が生じている。『２つ目のミニ太陽の恐怖〜濃霧にご用心〜』

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306441&g=131208 … … "フクイチだけ
が大揺れした地震があった。 
https://twitter.com/tennsi21/status/627171693673328640/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14時間14時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 命の党・大山弘一
名無し：07/31 18:38
フクイチ使用済燃料プールの自発的核分裂による放射性ヨウ素放出と最大被曝量。原

子力規制委員会の推計では、小児甲状腺等価線量で週28mSv、年間1,344mSvに相当。
恐ろしい被曝量です…

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 18時間18時間前 
とある惑星の放射能汚染（Radioactive Contamination） 11.03.12-29
http://matome.naver.jp/odai/2141312941900740601 … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Nemesis 脱被曝 @zodiac0088 · 7月25日 
手足が壊死って、怖すぎる。

群馬県ということだが、被曝で免疫が機能不全になり劇症化ってことも考えられる？

RT @2chradio (167res/h) 【群馬】手足が壊死する「人食いバクテリア」患者数、県内
で過去最高 http://2chradio.net/a/?a=newsplus1437780010 … … …

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 6月9日 
NOAA: 今年の5月は、気象記録121年間以来米国で最も雨の多い月だった @ST0NES
https://twitter.com/AlanWangABC7/status/608029231566626816/photo/1

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306441&g=131208
https://twitter.com/tennsi21/status/627171693673328640/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2141312941900740601
http://2chradio.net/a/?a=newsplus1437780010
https://twitter.com/AlanWangABC7/status/608029231566626816/photo/1


TOYOTA86 @toyota86city · 4月15日 
@ST0NES @jackiemopsy @BenHaagse @FrediTeres 
　地下水脈も繋がっていますので、現実は厳しいです。 
https://twitter.com/toyota86city/status/588142567339982849/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=4kk6ENwEV1k
かむあそうトライブスPV【official】 TEQUITO STYLEE & YAMATONCHU UNITE 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZSrYyjDVc
OKI DUB AINU BAND - 2014.7.19 大MAGROCK vol.7
 

https://twitter.com/toyota86city/status/588142567339982849/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=4kk6ENwEV1k
https://www.youtube.com/watch?v=NpZSrYyjDVc


（８月２日）　…札幌は、終日穏やか〜に…晴れ渡っていたよ…？？

http://85358.diarynote.jp/201508020109165092/

【緊急事態！】コード（暗号）＝「@TOHRU_HIRANOは非公開
設定です。」…関東で？脳が溶けちゃってるのか？

2015年8月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 56分56分前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 東京電力　（原子力）
おい、どうして、これ。#2015年8月14日
http://twitter.com/TEPCO_Nuclear/status/627340912859820032 …
訂正も削除もしないわけ？なんの暗号？

8:19pm 1 Aug 2015；@TEPCO_Nuclear 海洋への（#汚染水）排水を実施していまし
たが、同日午後5時05分に排水を終了しました

https://www.youtube.com/watch?v=XImw9dcdVig
Tim McMorris - Life Is Beautiful Lyrics 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 46分46分前 
あれかな。

http://twitter.com/ST0NES/status/627483397435211776 …
8月14日にF1爆発するか、ミサイル攻撃でもされて？
http://twitter.com/ST0NES/status/626325057569058816 …
翌日から開戦とか？まさかね。そういう展開ありうる？@Plutokun_Bot

おばんです。

２３：４９。

明日も働くヨイオトナは、早く寝ましょうねぇ…

気に入ったのでもう一回♪

https://www.youtube.com/watch?v=4kk6ENwEV1k
かむあそうトライブスPV【official】 TEQUITO STYLEE & YAMATONCHU UNITE 

…なにこれ…（＠＠；）…
今日、ニッポン全国、「竜巻大雨祭り」とか言う…？？？

https://www.youtube.com/watch?v=OysEn_BFoeY
【PV】Life is beautiful feat. キヨサク from MONGOL800, Salyu. SHOCK EYE from 湘南乃風 

自由自在 @dnanoca · 2 時間2 時間前 
なんか空気すごいんだけど

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT700UP】 房総半島で方位磁石の南北が逆転する怪奇現象“磁気異常”が多発
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52011404.html … 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ムーン @bosoboso34 · 3時間3時間前 
@ST0NES @TEPCO_Nuclear っていうかデブリはずっと小爆発を繰り返しているよ
うですね。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 3時間3時間前 
耳からの出血〜確実に増えています。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/158939260.html …
関東で？脳が溶けちゃってるのか？

あるいは中耳炎気味になってカサブタのあたりが出血？

そうなると湿度が高くて、そういう症状に陥ってるのかもな。

ようするに3月から続くF1の #汚染濃霧 の影響だろ。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 3時間3時間前 
このごろ関東で流行るもの ①電車乗客の救護 ②卒倒、嗜眠、意識途絶 ③杖をつく人
④車の横転事故の多発 ⑤耳からの出血 ⑥口内炎、血豆
http://inventsolitude.sblo.jp/article/158939260.html …

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 4時間4時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
#東電の原発事故@TEPCO_Nuclear 2015年5月20日
原子力発電所で「水素爆発を引き起こす可能性があります」

http://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2Fworldnews%2Fasia%2Fjapan%2F11627983%2FFukushima-
leak-could-cause-hydrogen-explosion-at-nuclear-plant.html&tl=ja …
やばいね、こりゃ。

http://twitter.com/ST0NES/status/627433833755873280 …

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201508020109165092/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508020109165092/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150802/85358_201508020109165092_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150802/85358_201508020109165092_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150802/85358_201508020109165092_3.jpg
http://twitter.com/TEPCO_Nuclear/status/627340912859820032
https://www.youtube.com/watch?v=XImw9dcdVig
http://twitter.com/ST0NES/status/627483397435211776
http://twitter.com/ST0NES/status/626325057569058816
https://www.youtube.com/watch?v=4kk6ENwEV1k
https://www.youtube.com/watch?v=OysEn_BFoeY
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52011404.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/158939260.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/158939260.html
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2Fworldnews%2Fasia%2Fjapan%2F11627983%2FFukushima-leak-could-cause-hydrogen-explosion-at-nuclear-plant.html&tl=ja
http://twitter.com/ST0NES/status/627433833755873280


cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
ふくいちライブカメラ。何か光ってます。

クレーンの先端が光る場合があるのですが、今日の日中にスクリーンショットをとっ

ておいたクレーンの位置と違います。 

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は01日21:20まで有効です。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
資料です。

http://twilog.org/vansox/date-150731/allasc#tw626846678474031104 …
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/506.html …
@nakadajun1 前橋市で線量急上昇　教えてください！　理由は何ですか？
https://twitter.com/nakadajun1/status/626411814738247680/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 7時間7時間前 
福島第一原発で水素爆発の危険性 http://japanese.irib.ir/news/latest-news/item/55079-
%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%81%A7%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%88%86%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7
…

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【東京・奥多摩町と秩父市に「記録的短時間大雨情報」】

気象庁によりますと、東京都奥多摩町北部付近と埼玉県秩父市大滝付近では、レーダ

ーによる解析で午後3時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったと見られ
ます。

http://nerv.link/aAHV0i

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年08月01日 16:25】
関東甲信地方では、局地的に猛烈な雨が降っています。低い土地の浸水、河川の増水

、はん濫に警戒・注意してください。また、土砂災害、落雷、竜巻などの激しい突風

、降ひょうにも注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【広島地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年08月01日
16:01】
８月２日も、岡山県で、光化学スモッグが非常に発生しやすいでしょう。屋外での活

動に十分注意してください。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
光化学オキシダント

関東地域に注意報発令中

東海地域に注意報発令中

中部地域に注意報発令中

近畿地域に注意報発令中

中国・四国地域に注意報発令中

危ない。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【東京・奥多摩町と秩父市に「記録的短時間大雨情報」】（続き）

災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して安

全を確保するよう呼びかけています。

（2015年8月1日 15:55 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【東京・奥多摩町と秩父市に「記録的短時間大雨情報」】

気象庁によりますと、東京都奥多摩町北部付近と埼玉県秩父市大滝付近では、レーダ

ーによる解析で午後3時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったと見られ
ます。

http://nerv.link/aAHV0i

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9 時間9 時間前 
証拠のこしとく。@TEPCO_Nuclear
ぜってぇ何かたくらんでる！

#2015年8月14日、汚染された海に囲まれたF1現場が
今よりヤバイ状態になることを

事前に何者かに■お知らせ■してるんじゃないのか？

おい！@IAEAorg 
https://twitter.com/ST0NES/status/627363203178037248/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
光化学オキシダント注意報発令中

埼玉県 埼玉県県南東部地区 注意報 13:20 
千葉県 千葉県千葉地域 注意報 12:20 
東京都 東京都区西部 注意報 13:20 
東京都 東京都区南部 注意報 13:20 
神奈川県 神奈川県川崎地域 注意報 13:20

http://twilog.org/vansox/date-150731/allasc#tw626846678474031104
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/506.html
https://twitter.com/nakadajun1/status/626411814738247680/photo/1
http://japanese.irib.ir/news/latest-news/item/55079-%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%81%A7%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%88%86%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7
http://nerv.link/aAHV0i
http://nerv.link/aAHV0i
https://twitter.com/ST0NES/status/627363203178037248/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
光化学オキシダント＝毒ガス

対処する間も無くあっというまにひっくり返って病院の ICU。
その後の人生に深い傷跡を残す。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ムウ @subaruseidan · 13時間13時間前 
これだけしょっちゅう派手な横転事故が起こってるのに、あんまりニュースで見ない

のはなんでだろう。

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 13時間13時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 
名無し：06/12 00:25
https://twitter.com/nanagon0788/status/608936677835341824 …
なんでわたし甲状腺検査引っかかってんの(。-_-。)
定期的に検査しましょうとかwww
会津なのに甲状腺癌とかになったら逆に恥ずかしいっておかんに言われた笑

AKIRA 2024さんがリツイート 
KT境界層 @situryoutteiika · 13時間13時間前 
私たちは、ぶっ飛ぶほど『病んだ人たち』が運営する国や世界に住んでいます。聞か

される話と、本当の話の間には巨大すぎるギャップが存在します。

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 13時間13時間前 
@cmk2wl @mimikann14 もっくす棒がぜんぶすっとんだ
とけておちた

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：2015/08/01(土) 10:08 ID:XXXXXXXX
福島市の荒川が水質「日本一」　５年連続

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150801-00000005-fminpo-l07 …
放射性物質の検査はしておりません

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：08/01 09:00 ID:-
何の準備だ？

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150801/k10010174441000.html …
#玉音放送原盤を初公開 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/627270621886443520/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 19時間19時間前 
原発攻撃を極秘研究

84年　外務省
3.11を経て、反省するどころか更にブラック国家に。。
"@denki_minto"@KazuhiroSoda
想定してないなんて大嘘です。想定被害の結果を隠蔽していたと東京新聞が報じま

した。

https://twitter.com/denki_minto/status/626971521358036992/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
fan子 @NFC_CAT · 20 時間20 時間前 
なんだこの状態！

品川駅改札付近あちらこちらに

15人くらい寝てる(‾∀‾*)

AKIRA 2024さんがリツイート 
えっぐ @pony_egu · 21時間21時間前 
池袋駅西口前、地べたで寝てる人多すぎ

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 5月15日 
@andoukita @ST0NES この場合の「核爆発」は水爆のような巨大爆発ではなく「汚い
核爆発」です

3号機で起きたように、爆発の規模そのものは決して大きくないが、核燃料が巻き上げ
られ成層圏にまで核物質が上がれば偏西風に乗って全地球上に拡散してゆく

5年から30年かけて滅亡

AKIRA 2024さんがリツイート 
予言者・天瀬妃美花 Himika A. @nekomimimikon · 4月9日 
逆にその日は大地震ではなく、現在非常事態を迎えている福一の状況がより激化し

ます。地下にメルトアウトした燃料デブリがさらに大規模な地下爆発を起こし、多量

の蒸気が地上に放出されることになるでしょう。また、それは気流に乗って空高く上

昇し、スカイシャイン線となって地上に降り注ぐでしょう。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 1月11日 
放射能による脳障害,日本でも既にその兆候が…
2014-1-1
"@dadajiji
東京都内の患者を調べたところ、脳炎など重い症例の割合が、これまでの報告よりも

１０倍以上高くなっている。"

https://twitter.com/nanagon0788/status/608936677835341824
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150801-00000005-fminpo-l07
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150801/k10010174441000.html
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/627270621886443520/photo/1
https://twitter.com/denki_minto/status/626971521358036992/photo/1
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/01/001433.html?g=131208


http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/01/001433.html?g=131208 …

https://www.youtube.com/watch?v=3VYVoXEFrio
cry ASKA 

https://www.youtube.com/watch?v=sGClVwjaXrc
Cosculluela - La Vida Que Vivo 

…札幌は、終日穏やか〜に…

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

晴れ渡っていたよ…？？

（そして今の外気温は２２℃！）

https://www.youtube.com/watch?v=rVD19of6-a4
[HD] La Vita è Bella - Nicola Piovani - Concerto di Natale 2014 Assisi 

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT500UP】 本物同様に機能する人工ニューロンが開発される（スウェーデン研究）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52195752.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/627403411705561088/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：07/31 15:22
jackiemopsy
南極大陸にも小さな原子炉がある。米海軍によって1962年に建てられた McMurdo
Station。’原子炉の亀裂等の問題’を抱えていて10年後にシャットダウン。しっかり放射
能漏れ続けてるらしい

AKIRA 2024さんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 7月27日 
避難を計画したり、安定ヨウ素剤を事前配備したり、シェルターを作ったり、被ばく

医療の充実までして作る原発電気は、もう科学的技術ではありません。単にギャンブ

ルです。そんなギャンブルに私たちの子供や孫を委ねてはならない。じーじから言わ

せば、「バカ丸出し」の連発です。

https://www.youtube.com/watch?v=-ZWMzn6_SYk
Tim McMorris - On top of the world 

https://www.youtube.com/watch?v=MCxziyXKN34
Beau - Let It Go (The Voice Kids 2015: The Blind Auditions) 

https://www.youtube.com/watch?v=NaocirR1SLk
Bruno Mars - Treasure (Noah, Stepan, Theodore) | The Voice Kids 2014 | BATTLE | SAT.1
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月2日1:11
０５１９４０４．（＾＾；）

おやすみ〜

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日8:29
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前  
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
　

今日、やってる作業は

福島原発事故後としては「最も危険な作業」　まぁ成功を祈るしかないですね。
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（８月５日）

http://85358.diarynote.jp/201508052253495275/

長野、新潟、青森も／EUが新たに放射能汚染地域に認定。食品
規制を追加／JR社食は食べて応援／死体の山みたいになってたよ
横浜／世界中が知ってるんだよ。どんなに隠しても。

2015年8月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 3時間3時間前 
2011年3月14日11時1分
#MOX燃料 核爆発
Reactor 3 Explosion
http://www.google.com/search?
q=Reactor+3+explosion&hl=en&gbv=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI25fQ6NeRxwIVpOGmCh0h2QBY&biw=1366&bih=538
…
認めろ。@TEPCO_Nuclear
世界中が知ってるんだよ。どんなに隠しても。@kantei 
https://twitter.com/ST0NES/status/628869153214984192/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 3 分3 分前 
2015.08.05_16.00-19.00
http://www.youtube.com/watch?v=0y0a8_rXwZ8 …
なんべんも画像が乱れる。磁場で。

もうあきれて？国際観測も地震の探知をやめたのかな？

http://twitter.com/ST0NES/status/628903292349775872 …
地下で核燃料が空炊き状態か‥@TEPCO_Nuclear

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10分10分前 
2015.08.05_18.00-21.00
http://www.youtube.com/watch?v=y4N0dtrKqNs …
19時前もガクンと来てるね。建屋が大きく縦に揺れる。
ちなみに東電のライブカメラのタイム表示は@TEPCO_Nuclear
ここ最近2分ちかく進んでる。なので、さっきの地震の時間はカット。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 21分21分前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
これって、海側が震源じゃないんじゃないのか？

http://twitter.com/ST0NES/status/628903292349775872 …
騙してる？@JMA_kishou
みてみて？#東電の原発事故 現場が震源地だよ。
☞http://eqdata.webcrow.jp/yuretakamo/201508/05/20150805205626a.html …
via @YuretaKamo 08月05日20時56分頃

ますたー☆MINIONS! @master_1104 · 22分22分前 
NHKで先ほどの地震を報道してるが、最大震度3程度でなぜこれほど緊迫してるのかと
いう印象を受けた。フクイチの目の前だから？その割には「原発の目の前ですね」と

は言ってなかったが。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 33分33分前 
妙だな。2015年8月5日20時56分ごろM5.1深さ50km
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289 …
この福島県沖‥

M4.5以上なのに国際観測が情報を流さない。
http://twitter.com/search?
q=from%3ANewEarthquake%20japan&src=realtime=default&f=tweets …
地震とみなしてないのか？やっぱり。@TEPCO_Nuclear

特務機関NERV @UN_NERV · 33分33分前 
【地震情報 2015年8月5日】
20時56分頃、福島県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の
規模はM5.1、最大震度3を宮城県、福島県で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。 
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https://twitter.com/UN_NERV/status/628898694046220288/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 37分37分前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
毎日ゆれてるんだよ。震源がF1で。
http://twilog.org/ST0NES/date-150805/allasc#cal …
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289 …
そのたびにリアル映像で監視。

http://twitter.com/ST0NES/status/628901515135053824 …
はっきり云ってウンザリなんだよ。

死んでも続く？@TEPCO_Nuclear

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 39分39分前 
8月05日 20時56分
震源地：福島沖：マグニチュード5.1（強震レベル940 Lv）
でかい地震。また福島原発の沖合が震源。　8月3日の震源の近く→
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628081297911496708 …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628899064747180033/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 55分55分前 
EUが新たに長野、新潟、青森も放射能汚染地域に認定。食品規制を追加
。http://bit.ly/12hVXQh 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 56分56分前 
オリンピックのデザイン問題。どうも変だ

①盗作疑惑の東京オリンピック

②ベルギーのデザイン：この盗作と指摘

③スペイン：3.11大震災復興支援のデザイン
誰が見ても、③の東日本大震災復興デザインと、そっくりだけど、もみ消された

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 59分59分前 
おいおい、変なモン撒いてんじゃねえだろな！

「人食いバクテリア」　患者数、県内で過去最高 
　「人食いバクテリア」との異名があり、手足が壊死（えし）して発症から数十時間

以内に約三割が死亡する「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」 http://www.tokyo-
np.co.jp/article/gunma/20150725/CK2015072502000166.html?ref=rank …

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
wanikun @sougofollow_w · 2時間2時間前 
弁財天: 夏から秋にかけて大気中のストロンチウム９０は最大になる。そして熱中症で
内臓が溶ける。 update20
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E3%81%A7%E5%86%85%E8%94%B5%E3%81%8C%E6%BA%B6%E3%81%91%E3%82%8B
…

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東京都 竜巻注意情報】
東京都は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は05日21:00まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【停電情報 2015年8月5日 18:38】
東京電力停電情報によりますと、群馬県 上野村、神流町の約700軒で停電が発生してい
るということです。

http://nerv.link/3bEUr7

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 3時間3時間前 
311後のこの国で、家や土地なんて、怖くて買えないよ。だって、親から友達から仕事
から、全部ぶん投げて逃げてきたんだぜ？

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 3時間3時間前 
チェルノブイリ後、数年は扇風機をかけたまま寝ると、死亡するといわれていた。

最近、いわれなくなったと思ったら、

クーラーをつけていても、室内で 「熱中症」で死亡する といむちゃくちゃな 「解説」
みんな、バカになったと思われているわけだ

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 3時間3時間前 
ああ。
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今夜の「ガッテン」、白内障なのか。

ネタを考えると、絶対にわかってやってるよな、この番組。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
8月5日：17時08分
西日のあたる窓際：51.2℃
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628841688329404416/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 4時間4時間前 
これ見てごらん「３号機から煙」だってさ・・・

違うよ爆発したんだよ。 
https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/628860041844514816/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
フクイチ事故の真実は統計の中からしか出てこない

もしフクイチ事故がなかったと仮定したら日本の人口は今より80万人多い
http://ginga-uchuu.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/6-de81.html … 
https://twitter.com/tokaiamada/status/628849751170007040/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 5時間5時間前 
浜通りは、年中霧に覆われて、鬱そうとしたところだったのか？ そうじゃないだろ、
夏は暑かったし、冬は寒かった。時々どか雪は降るが、年に２－３回。東京よりも、

数度低いくらいの、比較的住みやすい土地だったはず。私の記憶によれば。

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5時間5時間前 
“@komatsunotsuma: @onodekita ＪＲ運転士が熱中症疑い、和歌山　特急くろしお、
３０分間遅れ - http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015080401002276.html …
きてますね。”
JR社食は、食べて応援

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5時間5時間前 
早川由紀夫さんがリツイートしました 萩原佐知子（トマト食べ放題）
ふむ。浅間山で有感地震か。 

Mペッコ @pecko178 · 5時間5時間前 
＜もんじゅ＞不具合の帳票２３００枚未処理　保安規定違反

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150805-00000054-mai-soci … #Yahooニュース

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
ふしぎなのは、いまのところ、この日を境に

あの激しい #汚染濃霧 が停まっている。
http://www.youtube.com/watch?v=se7t8AfP0Cc …
なぜなのか？あれほど連日にわたり放出して

全国の湿度をあげてたのに‥

http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid …
ガレキ模型を仕込む煙幕だったとか？

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 6時間6時間前 
X線や原子爆弾のように、集中された強い放射線よりも、永続的な低レベルの放射線の
方が、ダメージは100倍から1000倍も大きい。（スターングラス博士／ピッツバーグ
医大・放射線医学名誉教授） 
https://twitter.com/kareinaruinbou/status/628835002101305344/photo/1

早川由紀夫さんがリツイート 
さかい　まさひろ @sassyos2 · 7時間7時間前 
@pigeon36 @HayakawaYukio 温地研が火山学か地球科学の博士号取得者の求人を出
しました。 http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/smartsection/item.php?
itemid=61 …

ペッコ @pecko178 · 7時間7時間前 
8月5日14月現在
福島・梁川39.7度（13：57） 
群馬・館林39.2度（13：55） 
福島・福島38.9度（13：55） 
今年の最高値 
岐阜・多治見39.9度（8月1日)

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 7 時間7 時間前 
〔熱中症〕救急搬送者数はさらに増加 前週の1.5倍に(7/27〜8/2)
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150805-00000006-rescuenow-soci …
総務省消防庁は4日、7月27日から8月2日の7日間における熱中症による救急搬送状況(
速報値)を公表しました。
同期間における全国の救急搬送者数は11672人…

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
この夏で終わりか‥

#川内原発 @gensiryokukisei
原子炉を起動して約3日後に発電・送電を始め、9月中旬に営業運転を開始する方針
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150805-00000005-mai-bus_all …
http://twitter.com/ST0NES/status/628773873387831296 …
https://twitter.com/ST0NES/status/509200124799483905/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9 時間9 時間前 
やはり緑の部分が大きくなったり小さくなったりしている。

海外勢が指摘しているように煙なんだろうか。ウラン火災とは…。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/628780134737129472/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
＊Mami＊ @mamijazz3535 · 9時間9時間前 
兎に角ね

福一原発4基ぶっ飛んで
どえらい放射性物質が

満遍なくとっ散らかって

その後はあっちこっちの工場やらも

爆発して。

福一今もどうやら臨界してそう。

それでも何でも風評被害

そんなの関係ねぇって(あ、失礼)
どう考えても

やっぱりすごい国だと思う。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
@ST0NES 夕暮れの紫色、再び。日が陰ると紫色がドンドン濃くなって行く。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
あきぼん @AK1B0 · 22時間22時間前 
駅の中倒れ込んでるのか寝てるのかわからないけど死体の山みたいになってたよ横浜

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 8月3日 
この編集しまくりの動画を誰が信じるのか？

ぁ、信じる人がいるのよね。

これまで東電が公開してきた写真・動画は全てがウソだよ。監督がいてプロデューサ

ーがいてセリフも準備されている。

信じちゃダメ。隠匿に必死なだけだから。

http://youtu.be/se7t8AfP0Cc

https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni.

Mペッコ @pecko178 · 10時間10時間前 
突然倒れて救急搬送され、付き添いもない場合は本人の同意を得て財布や持ち物を調

べます。意識がない場合は同意を待たず財布や携帯電話を見させてもらいます。そこ

にはプライバシー云々などありません。

だから普段から持ち物整理をしておきましょう。緊急連絡先を書いたメモを財布に入

れておくとか。

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
鉄道員 (poppoya railway man)
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（８月７日）

http://85358.diarynote.jp/201508070111087268/

突然死、下痢、鼻血／気温が急激に下がっています。真岡や那須

烏山ではわずか1時間で約10度も低下。

2015年8月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=GSFPQDEkc-k
David Garrett - Smooth Criminal 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Dr.NOMURA @Chooemon92 · 2013年4月12日 
今後は全国で甲状腺がん,白血病,心疾患,先天性異常児や奇形児の出産が多発する可能性
が高くなります。社会機能は不全となり経済活動は加速的に縮小していきます。劣化

ウラン弾によるイラク国民の民族抹殺と酷似した経緯を辿るでしょう。何とか生き延

びる為に一刻も早く海外に逃げて下さい。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 4月3日 
現在、世界の人口は約７２億人ですゆえに。

この小さな円の中の人口密度は濃ゆいんですね。狙われましたね。

https://twitter.com/ThatsEarth/status/455108359088508928/photo/1
RT@Earth_Pix_jp 
この円の内側にいる人のほうが外側にいる人より多い。

https://www.youtube.com/watch?v=3oe6RAHbGwM
David Garrett - Mission impossible 

kiwikaako @kiwikaako · 1 分1 分前 
今後の世界はフクイチを中心に動く http://toneri2672.blog.fc2.com/blog-entry-847.html
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…

neko-aiiさんがリツイート 
私達99％、生きるためにするべき事！ @hinode8 · 1 時間1 時間前 
（重要）チェルノブイリの記憶〜原発から1300km地点での鼻血、甲状腺機能障害
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8edc73c3517874d495c5ef0f19bae5e5 … @neko_aiiさん
から

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
リャンティ @lilryanti · 2 時間2 時間前 
川内１号、１１日に再稼働　制御棒引き抜き原子炉起動　 
http://www.47news.jp/smp/CN/201508/CN2015080601001965.html …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
放射性ガスが襲いかかると、

どれほどの苦しみを味わうのか。

まず口のなかに金属的な味覚を感じ、

やがて気持が悪くなり、激しい吐き気や頭痛に襲われる。

これはスリーマイル島付近の住民が経験した症状である。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a4b127be5f2c2ab99d38cfda5f4da963 …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
ヨウ素、セシウムの原子が口の中に入ると、

唾液の作用でイオン化し、電気を帯びて『金属の味』になる。

つまり、金属の味がしたというのは、大量の放射性物質が

口の中に入ったことによる内部被曝

（矢ヶ崎克馬先生）

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
私の地域はチェルノブイリから1300km
チェルノブイリ事故の年の冬、激しい鼻血に襲われた

慢性的な倦怠感と睡眠障害があります

同年代の他の人達よりも多く休まないといられない

どうも元気がでない。

時々口の中が金属の味がすることも

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8edc73c3517874d495c5ef0f19bae5e5 …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8edc73c3517874d495c5ef0f19bae5e5
http://www.47news.jp/smp/CN/201508/CN2015080601001965.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a4b127be5f2c2ab99d38cfda5f4da963
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8edc73c3517874d495c5ef0f19bae5e5


neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
甲状腺専門病院「昨年年末にかけて患者が千人を超えた」

突然死、下痢、鼻血の報告 (2012.1.12)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4897d427403d6076780e8a7860f59579 …
千葉の医師

「子供に、鼻血が増えたり、インフルエンザのような症状、

下痢がつづく状態がみられる。放射能によるものとみている」

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3 時間3 時間前 
突然死の原因はセシウムの内部被曝

http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/7635254.html …
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/7635254.html …
【41ベクレルでボロボロになった人間の心臓】心臓細胞は濃縮効果
. http:/ 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
ここには画像は載せられない

「グーグルの画像検索」で検索すると、広島に原爆が投下された時、米軍が撮影した

悲惨な画像が山のようにある。黒焦げの子供のご遺体、皮膚が溶け落ち治療を受けて

いる人々。4000度という熱と、急性被曝の惨劇。

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT2400UP】 人が思考停止する理由。従順であることの危険性。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52166059.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/629250607925194754/photo/1

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT200UP】 魔法がとけたディズニーランド。人類が滅亡し荒廃したディズニーラン
ドを表現 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52197938.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/629239283182882816/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 5時間5時間前 
ある母の話。「４歳の息子。首の腫れが気になり、甲状腺治療で有名な病院にいきま

した。福島からきたことを告げると、福島県の方には何も診断してはいけない決まり

があることを教えてくれました。」確実に言論自由ゾーンが減っている。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4897d427403d6076780e8a7860f59579
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/7635254.html
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/7635254.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52166059.html
https://twitter.com/karapaia/status/629250607925194754/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52197938.html
https://twitter.com/karapaia/status/629239283182882816/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
18時22分の震度4の震源地を
よ〜く見てみたら（東海第二原発）から、約3.5kmが震源なんだけど、大丈夫なのかね
。

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150806182237.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629237151297728512/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【地震情報 2015年8月6日】
18時22分頃、茨城県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震
の規模はM5.2、最大震度4を福島県、茨城県、栃木県、千葉県で観測しています。この
地震による津波の心配はありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/629226788816752640/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5時間5時間前 
また紫色ですね。それにしても凄い色だ。

“@Winhiro99: ２０１５、０８、０６、１８：５０
こんな色彩の映像は初めて見た。 ”
https://twitter.com/Winhiro99/status/629227963205095424/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
BOPPO @Boppo2011 · 6時間6時間前 
◆茨城M5.2震度4／東海原発直下
先ほど、8/6 18:22茨城北部M5.2/D60km発生
震源はご覧の様に【東海第二原発】直下でした

幸い震源が深く震度4程度で良かったですが
仮に10km以下なら震度5強も可能性のあった規模 
https://twitter.com/Boppo2011/status/629227282771513344/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6 時間6 時間前 
〔地震〕福島県中通り・茨城県北部・茨城県南部・栃木県南部で震度4
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000014-rescuenow-soci …

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 7時間7時間前 
【気象庁アメダス】栃木県内では雷雨の影響でしょうか、気温が急激に下がってい

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150806182237.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629237151297728512/photo/1
https://twitter.com/UN_NERV/status/629226788816752640/photo/1
https://twitter.com/Winhiro99/status/629227963205095424/photo/1
https://twitter.com/Boppo2011/status/629227282771513344/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000014-rescuenow-soci


ます。真岡や那須烏山ではわずか1時間で約10度も低下。宇都宮でも1時間で約5度低下
しています。 

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は06日17:30まで有効です。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9時間9時間前 
14:55現在、群馬・栃木などで相次いで落雷が観測されています。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/629171405322452992/photo/1
東京電力◆雨量・雷観測情報

http://thunder.tepco.co.jp/ 

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9時間9時間前 
トリチウムは、核ミサイルのブースティング機能に不可欠

核融合科学研究所（岐阜県土岐市）が計画するトリチウムと重水素の実験は、核ミサ

イルのブースティング機能の研究そのもの。

http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium_boosting … 

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9時間9時間前 
トリチウム2gとプルトニウム5kgで長崎級の威力の核ミサイルが120kgの重量で作れる
らしい。

核融合科学研究所（岐阜県土岐市）が計画するトリチウムと重水素の実験は、核ミサ

イルのブースティング機能の研究そのもの。

http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium_boosting …

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9時間9時間前 
14:50現在、大阪周辺で相次いで落雷が観測されています。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/629171014014906368/photo/1
関西電力◆雷情報

http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/supply/kaminari-info/ … 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 10時間10時間前 

https://twitter.com/rescuenow_net/status/629171405322452992/photo/1
http://thunder.tepco.co.jp/
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium_boosting
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium_boosting
https://twitter.com/rescuenow_net/status/629171014014906368/photo/1
http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/supply/kaminari-info/


なんでもない工場ならこんなに燃えないだろう・・・・山口 
https://twitter.com/kurieight/status/629164041324228608/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【福島県 警報情報 2015年08月06日 14:49】
中通りでは、６日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［中通り北部］大雨・洪水

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
腰にある腎臓が濾過しきれない血液の汚れは、血液が流れて生きる人間の肉体、その

筋肉ぜんたいを司り、眼球と密接に関る肝臓もおかしくしてしまう。それでまず人間

は筋肉が硬くなる。自分が親として産れつき筋肉が硬い。その延長が熱性痙攣を繰り

返し筋肉を硬直させたあとの子供の眼に出た。赤緑障害。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
鼻と皮膚の呼吸から肺、心臓、肝臓、腎臓‥そして

食べ物・水からは、胃、食道、舌（心臓と関連）、大腸（肺と関連）から血液を介し

て

再び肝臓へ吸収され、体外へ排泄できない量が脳細胞へも巡ってしまう。

腎臓の濾過機能が間にあわなくなる。

そういうふうに放射性物質は細胞を破壊する。骨も。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
昨今の熱中症（といわれてるもの）は異常だね。

変死：トイレ前と中で夫婦死亡　東京・荒川のマンション

毎日新聞「夫はトイレの前で倒れ、妻はドアを３０センチほど開けてトイレの中から

上半身だけ出すようにして倒れていた。」

毒ガス攻撃も真っ青だ。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：2015/08/06(木) 11:11 ID:XXXXXXXX
東電の株主総会で、ゴネた株主と制止しようとした社員と、同時にぶっ倒れた事件あ

って

原因不明で片付けられちゃったね

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ﾄﾞｩﾒﾄﾞｩﾒ 1 @gdmdm · 14時間14時間前 

https://twitter.com/kurieight/status/629164041324228608/photo/1


新宿駅で駅員さんが倒れててぐったりしてるうわー

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
wanikun @sougofollow_w · 14時間14時間前 
"bongy_chan : 埼玉の南側は暑さゆえか急病人出まくりでどの路線もトンデモな事にな
ってるし…今日は何時に職場着くんだろ私 "
8:41 - 2015年8月4日

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 15時間15時間前 
ああ、この画像の顔からすると、今もう左半身ダメになってますね。

このまま行くと足ひきずって歩くようになる。やがて車椅子。

呪われてますからね。国民に。

@HGe2 席順ＧＪなのだ！
@horiris:広島 平和記念式典安倍、嫌そうな顔。
https://twitter.com/horiris/status/629066360845275136/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
自由自在 @dnanoca · 16時間16時間前 
マスクをしろ　と言ったところで　目を守れ　洗眼しろ　着替えろ　体を拭け　密閉

しろ　持ち込むな　持ち帰るな　まで言わないと不十分だったわけで　そんなの無理

だわな　おれだってやってなかったもの　1個ずつ増やしてきたんだもの　もう2015だ
よ　2011からやっとけよワロタ

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 15時間15時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
みてみて。ないでしょ。

http://twitter.com/search?
q=from%3ANewEarthquake%20japan&src=realtime=default&f=tweets …
2015年8月3日から日本の地震情報がない。なんで？@NewEarthquake
前にも更新とだえた期間あったけどね。

http://twitter.com/ST0NES/status/565207317524668416 …
F1周辺の大きな揺れを観測しなかったのは初。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
昨日の犬HKの合点でも、白内障が取り上げられていたが、これが被曝による極めて一
般的な症状であることは、心筋梗塞のときと同様、一言も言わなかった

https://twitter.com/horiris/status/629066360845275136/photo/1
http://twitter.com/search?q=from%3ANewEarthquake japan&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/565207317524668416


あたかも自然に増えているように説明

放射能のホの字もないインチキ洗脳放送局　東電から、どんだけもらってる？

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 8月5日 
■これが現状！

画像は

【飯舘村内の除染土仮置き場】

■汚染土が外に漏れ出して、草が生えている！

■利権のための除染ですからネ、こんなもんです。

≪テレビや新聞では見せてくれないよね≫ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/628726105130708992/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=6JiOQ1UBkzU
いつも何度でも -Nataliya Gudziy- 

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】

https://www.youtube.com/watch?v=z3IQm0cUIno
Headhunterz & Crystal Lake - Live Your Life (Original Mix)
 
編集する
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日1:29
札幌いっきに上がって

【倍増】０.０８１μ。

 



（９月10日）　ファブリーズの危険性について／除菌・消臭スプレーは、除菌成分（
有機系）など曖昧な表示で、危険な成分が入っていることが多い。

http://85358.diarynote.jp/201509101814233060/

トヨタは人間を殺す気／白血病にかかる確率が

２倍／ファブリーズの危険性について。

2015年9月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（前項参照）

https://www.youtube.com/watch?v=DoN9FDWNtYs
稜線の風－北アルプスの印象 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 3時間3時間前 
栃木茨城では住宅が浸水倒壊しているので、かなりのガレキが発生することが予想さ

れる。津波震災がれきのことを考えると、また国は広域で処理する可能性がある。

こういう災害が起こるとあらゆるものが大量のゴミになる。

有害な物質を含むゴミをゴミ焼却場で大量に燃やすという事態になる。

amaちゃんださんがリツイート 
kenji @buick54aki · 10時間10時間前 
WHOが３〜４ミリガウス以上の電磁波を浴びた子供は浴びない子供に対して白血病に
かかる確率が２倍に高まると発表 同じ低周波の電磁波をプリウスでは安定走行時で１
０ミリガウス以上になることが確認 トヨタは人間を殺す気

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
＜悲報＞日本の賃金水準が韓国に抜かれる！もはや先進国とは呼べないレベルに

http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/425.html …

amaちゃんださんがリツイート 
ジャーナリスト　田中稔 @minorucchu · 12時間12時間前 
公明党は門前払い　安保反対署名、渡せず

http://85358.diarynote.jp/201509101814233060/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509101814233060_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509101814233060_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509101814233060_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DoN9FDWNtYs
http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/425.html
http://www.nikkansports.com/general/news/1535241.html


http://www.nikkansports.com/general/news/1535241.html … @nikkansportsさんから　
公明党は本当に悪質な政党だ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
先進国では唯一苛酷な難民受け入れ制限を行ってきた日本が、一層苛酷な難民拒否姿

勢を示している

http://jp.reuters.com/article/2015/09/09/europe-migrants-japan-
idJPKCN0R917X20150909 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
アルツハイマー病を引き起こすとされる異常なタンパク質「アミロイドベータ」が、

３０年ほど前まで使われていた成長ホルモン製剤の投与で人から人へ感染していた可

能性があると、英国のチームが９日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001883.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
辺野古１９日までに取り消し表明　承認めぐり沖縄知事

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001919.html …
過去のパターンからは、ちょうどフクイチの安全性に懸念を表明した元福島県知事、

佐藤栄佐久が、突如、身に覚えのない汚職疑惑をかけられ知事を追放されるというよ

うな事態が起きるはずだが

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
ワタミ、介護事業売却へ　損保ジャパンが入札

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901002058.html …
ワタミ介護ホームは食事がとても良いとの噂

経営側は、「カロリーの高い豪勢な食事ばかり与えれば、すぐに死んで回転が上がる

」と発言していたようだが

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
2015/4/27
「日銀が国債のほとんどを買う「戦時状態」にあることをマスコミは伝えない」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17204.html#readmore …
５００兆円が総額の株式市場に『年金資産５０兆円』

を「官製相場」につぎこむＧＰＩＦ。

２２日にも日銀は１兆１５００億円もの国債を買った。

http://jp.reuters.com/article/2015/09/09/europe-migrants-japan-idJPKCN0R917X20150909
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001883.html
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001919.html
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901002058.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/17204.html#readmore


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
【日本人が知らない 恐るべき真実】
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/42584ce26c93bd1f8f95808190455fbc …
日米安保条約

この条約によれば、駐留米軍は日本の安全保障の義務はなく

いつ日本人に襲いかかってくるかわからない

例えば1988年米の駆逐艦タワ－ズが
日本の巡視船を標的に射撃訓練を行なっている

amaちゃんださんがリツイート 
ぞうさん @MtElephant · 21時間21時間前 
電力を捨てるために建設⇒「発電所」 揚水式発電　”とんでもない電力会社のトリック
が隠されてる” http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1007e54f932803a46fc65c21c1d0de7b …
@neko_aiiさんから

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月8日 
名無し：09/08 23:52
den_rotten 2015年9月5日
田村市都路地区。人口3千人規模。
311後、避難しなかった神主さんが亡くなられた。
後を継いだ40代女性も死亡。お二方ともに白血病。
初めて今日聞いた話。ご冥福をお祈りします。

amaちゃんださんがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 9月9日 � Östliche Vorstadt, Bremen 
報道ステーション「元最高裁長官、安保法案 "違憲" と明言」http://bit.ly/1ipqBnL 　防
衛相や官房長官、内閣法制局長官が「私人などいちいち相手にしない」などと言い放

っているのがすごい。 

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月9日 
私の言うことを「過激」と感じる人に聞きたい

もし、あなたが600万人を殺戮したナチズムを断罪する立場なら何をする？
「原発事故はたいした被害が出てない」

なんて思ってたらあなたも刑務所行きだ

フクイチ事故は、これから30年の間に日本人数千万人を殺戮することになるのだから

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/42584ce26c93bd1f8f95808190455fbc
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1007e54f932803a46fc65c21c1d0de7b
http://bit.ly/1ipqBnL


https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
HINATA Haruhana - 人嫌いの星 

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
脳を操作し、マウスの記憶消去　東大、認知症研究に寄与か

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001873.html …
これは731部隊出身、東大医学部教授だった台弘の研究テーマだ
東大は本郷7丁目31番地の思想に回帰している

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 9月9日 
ファブリーズの危険性について http://matome.naver.jp/odai/2141147440485682201 …
除菌・消臭スプレーは家庭用品品質表示法の対象外で、洗濯用洗剤や台所洗剤のよう

に詳細に成分を表示する必要はない。除菌成分（有機系）など曖昧な表示で、第四級

アンモニウム塩など危険な成分が入っていることが多い。 

amaちゃんださんがリツイート 
ハフィントンポスト日本版 @HuffPostJapan · 9月8日 
【どんなことを学ぶ？】高知の私立高校が「自衛隊コース」を新設へ

http://huff.to/1KBnXrC

amaちゃんださんがリツイート 
＊り〜ぽん＊ 030 @mitsurikananary · 9月8日 
マイナンバー大歓迎業界とは？？

『詐欺業界』

間違いなく流行する！！

https://www.youtube.com/watch?v=BSmToj9VZ4s
Deva Premal - Gayatri Mantra (2 hours) 

amaちゃんだ @tokaiamada · 31分31分前 
ロシア軍、シリアで戦闘に参加　アサド政権支援＝関係筋

https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001873.html
http://matome.naver.jp/odai/2141147440485682201
http://huff.to/1KBnXrC
https://www.youtube.com/watch?v=BSmToj9VZ4s


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000015-reut-n_ame …
プーチンが、イスラエル＝アメリカの前に立ちはだかった

これは凄いことだ

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章

 
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000015-reut-n_ame
https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU


（９月18日）　何とか健康を取り戻そうとして、放射性物質を毎日飲んでる。

http://85358.diarynote.jp/201509182312075815/

北海道80センチ！／深さ80km。地下で暴走する核燃料？／自分
の命は自分で救え！

2015年9月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

AKIRA 2024さんがリツイート 
c0_bay_ash @c0_bay_ash_tds · 5時間5時間前 
某乳酸菌飲料メーカーの「原料液」の工場がＦ島だと知った時は驚いた。

何とか健康を取り戻そうとして、放射性物質が入ってるかもしれないドリンクを毎日

飲んでる事に。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10 時間10 時間前 
国が最も隠蔽したいのは蔓延する一方の被曝の実態なんですよね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
yukka @ukkayukka · 9月17日 
こっちで金属味がしたら終わりだなと思ってたけどもうその終わりが来てしまってど

うしていいのかわからんちん。

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
チリの巨大地震の余震が続いていて、日本時間18時10分（M6.3）の余震
マグニチュードの大きな余震が、ずっと続いてる状態。ここまで揺れ続けてると（ナ

スカプレート）の横が（太平洋プレート）なので後日、日本も影響がありそうですね

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年09月18日 16:56】
関東甲信地方では、１８日夜遅くにかけて、局地的に雷を伴って激しい雨の降る所が

ある見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい

突風、降ひょうに注意して下さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月18日 16:04】
北海道地方では、１９日朝から雷を伴った激しい雨が降り、２０日にかけて太平洋側

を中心に雨量が多くなるでしょう。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増

水に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月18日 15:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月18日 15:00
現象：連続噴火継続

cmk2wl @cmk2wl · 9 時間9 時間前 
「プルトニウムは、直径 1ミクロン（ミクロンは旧単位。今だと 1マイクロメートル）
前後の小さな酸化プルトニウムのかたまりとなって空中に漂いやすい。」高木仁三郎

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
あのぉ‥#首都圏 のみなさん。
このように凄まじく放出されたF1の
#汚染濃霧@TEPCO_Nuclearが
http://www.youtube.com/watch?v=KuN19P5CQcY …
9月17日に関東へストレートで流れてて
みんな吸い込んじゃってるんですけど。 
https://twitter.com/ST0NES/status/644719523099095040/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 2415黒点群でM1.1のフレアが発生しました。フィンランドのオーロラをど
うぞ。 http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 11時間11時間前 
除染袋回収の作業員５人 疲労で動けず、自衛隊など救助（TBS系（JNN））
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150918-00000023-jnn-soci …これまで
に５人のうち４人が保護され、命に別状はないということです。捜索隊は残る１人の

行方を探しています。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
気になる。#東電の原発事故 現場の
#共用プール（核燃料およそ6400本ある）などの
http://phnetwork.blogspot.com/2011/06/blog-post_22.html …
冷却用の電源は、海抜なんメートルの位置にあるのか？

http://www.asyura2.com/11/genpatu12/msg/577.html …
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-825f-1.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
子どもを守る会おきなわ @ailyn100 · 12時間12時間前 
子どもを守る会おきなわさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes

http://85358.diarynote.jp/201509182312075815/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509182312075815/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150918/85358_201509182312075815_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150918/85358_201509182312075815_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
http://www.youtube.com/watch?v=KuN19P5CQcY
https://twitter.com/ST0NES/status/644719523099095040/photo/1
http://swnews.jp/
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150918-00000023-jnn-soci
http://phnetwork.blogspot.com/2011/06/blog-post_22.html
http://www.asyura2.com/11/genpatu12/msg/577.html
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-825f-1.html


10センチを超える津波の引き波は予想以上に強いです。
油断大敵。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
おまえらNHKが朝の段階で10㎝強調するから
そのまま出かけたヒトもいるだろ！ワザト錯綜させてんのか？

@nhk_seikatsu「潮の流れが速い状況は、このあと、しばらく続くと予想され、注意報
が出ている海岸では、解除されるまで海に入ったり、海岸に近づいたりしないでほ

しい」気象庁

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
#津波速報:http://www3.nhk.or.jp/sokuho/tsunami/ 
継続中です。北海道80センチ！
@akibaendou 津波は、波というより水の壁が押し寄せてくる感じと聞いたことがあり
ます。@ayukomasa 
@oldblue2012

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
#震源はF1。2015年9月15日20時50分ごろ
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=251 …
#深さ80km。いま、地下で暴走する核燃料は、そこなのか？@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/644677233739587585 … 
https://twitter.com/ST0NES/status/644686898410065920/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
.@pecko178 現場に誰もいない‥
今もし地震が来ると？情報は出せない？

9月18日8時45分@nhk_news
＞東京電力によりますと作業員は高台に避難している

＞青森県にある東北電力東通原発でも午前8時15分ごろ15センチの潮位の変化が観測
RT 地滑りしてドミノ倒し…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
だましです。ワザト低い数値で安全を装っている。

午前9時現在で北海道から千葉の勝浦で津波は20センチ。
https://twitter.com/ST0NES/status/644680010561798144 …
チリは何回も揺れてるわけですから、次々に来る！

@pecko178 福島第一原発 港湾内で12センチの潮位変化　NHKニュース

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
おい！太平洋側に住んでるひと！注意しろ！北海道方面も！

午前7時の10cmより上昇してるぞ。倍以上に。@JMA_kishou 
#津波速報@nhk_news
http://www3.nhk.or.jp/sokuho/tsunami/ 
だめだ、寝てる。☞@Kantei_Saigai
自分の命は自分で救え！

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
出てるじゃん！2015.09.17.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=Uy4LORJD7VU …
9月中旬の雨でまたF1の地下へ水が溜るわけですあそこで原子炉から地中へ抜けたおよ
そ3000℃と謂われる核燃料が地下水を沸騰させ、また出ますよ。#トリチウム水蒸気
の嵐

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AMTTKＵZ @ruminako1952 · 13時間13時間前 
"@ST0NES: 年9月中旬そしてこの雨でまたF1の地下へ水が溜るわけですあそこで原子
炉から地中へ抜けたおよそ3000℃と謂われる核燃料が地下水を沸騰させ、また出ま
すよ。トリチウム水蒸気 の嵐おわらない@hopi_domingo
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
hanamomo1980仙台→広島 @hanamomo1980 · 14時間14時間前 
常在菌の仲間だから、免疫力が落ちるとかかりやすいみたいよ。2011年から増え
てる・・

RT. 「人食いバクテリア」患者数急増の原因は？ 感染・予防対策まとめ
http://www.huffingtonpost.jp/medley/streptococcus-pyogenes_b_8008512.html … 
https://twitter.com/hanamomo1980/status/644666068082909184/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Tabikuma @Tabikuma1 · 15時間15時間前 
モーニングバードでやってる人食いバクテリアの話題。発症したその日に死んでしま

う事もある…と。まだコーナーは続いてるけど、これどう見ても放射能事故と関係し
てるでしょ。世界で報告され始めたのは1987年（日本は1992年）そして今日本で2011
年から激増してる事実。気が付かないの？

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
静岡市葵区常磐町の大気測定局が SPMで異常値（PM2.5が -なので不具合かも）
18日 5時 6時 SPM 1mg/m3 
通常の100倍前後。AQIでは重汚染と判定。
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=22201500 … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 9月17日 
海外メディアが報道。福島の桃　　食べて応援するのですか。 
https://twitter.com/dadajiji/status/644463745586982913/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
おおやま りな @narichin922 · 9月9日 
おべんきょなうなんだけど

http://www3.nhk.or.jp/sokuho/tsunami/
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=251
http://twitter.com/ST0NES/status/644677233739587585
https://twitter.com/ST0NES/status/644686898410065920/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/644680010561798144
http://www3.nhk.or.jp/sokuho/tsunami/
http://www.youtube.com/watch?v=Uy4LORJD7VU
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1
http://www.huffingtonpost.jp/medley/streptococcus-pyogenes_b_8008512.html
https://twitter.com/hanamomo1980/status/644666068082909184/photo/1
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=22201500
https://twitter.com/dadajiji/status/644463745586982913/photo/1


おべんきょなうなんだけど

ちょうどあったから載せる

正常値4000から8000の白血球
いま莉奈は500個です
ちなみに病気発覚時11万個ありました

https://www.youtube.com/watch?v=x79YjXJmWe4
Runaway - Mindset feat. Bee Xoomsai 

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 5時間5時間前 
本日の「脱原発運動だったのに今じゃコイツが主役」はコチラ

シールズ応援隊 茂木健一郎センセの封印された原発広告でございます。婦人公論に掲
載された電気事業連合会の広告。バックナンバーは同会のページで公開されてたのに

批判を受けて公開停止。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
NHKの専属タレント脳内被曝革命の茂木さん
官邸前で叫んでる時点で@kantei
テレ朝と電通が踊る大情報操作戦やってる #官製デモ なんだよ。
いつまでそんなのにつきあわされてるんだ？

そこへ本当にデカイ津波きて呑みこまれるまで？

AKIRA 2024さんがリツイート 
よっちゃん @Yoshi_Y1324 · 12時間12時間前 
@stellarwind2005 @liamisak_ @Lulu__19 肉骨粉が液肥で解禁との情報があり、それ
以来水耕栽培の野菜は怖くて食べられません。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
というかねぇ、#浜岡原発 にしろ
http://twitter.com/ST0NES/status/644670739694534656 …
なにが起こるか判らないF1にしろ
3.11当時に地震で電源喪失して爆発して隠してる #女川原発 にしろ
いま太平洋側は危険。なぜ、そんなところにいる？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
小沢さんのスタッフの方？御本人に伝えてもらえませんか。

東京から都民、一般の納税者が600万人以上、逃げること。
http://twitter.com/ST0NES/status/644343491804303360 …
それで倒せますよ。@jimin_koho
@ozawa_jimusho我々は安倍政権の暴挙を許さないし、断固阻止する。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 15時間15時間前 
女川原子力発電所

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80
…
地図

　

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80/@38.4959146,140.989708,8.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5fbfb41801449980
…
三陸に原発って普通に考えて狂ってると思う。

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
濃霧注意報：2015-09-18 02:10
海上濃霧警報 2015年9月17日 23時30分
事態はまったく変わってません。悪化の一途です。

避難移住以外に方法がない。

デモだの法案だの自分を誤魔化す事をやめましょう。

AKIRA 2024さんがリツイート 
すけろくちゃん 2012 @wat · 9月17日 
戦争法案には声高に反対するのに、あのとき、子ども達の被曝については何も言わ

なかった人達、それどころか「被曝なんかない」と主張していた大学教授やジャーナ

リストや作家や俳優や歌手たちを、私は一切信用しません。甲状腺ガンはないと言

った、あの人たちがしれっとした顔で戦争反対。笑わせるな。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ひろこ @mayurinn219 · 9月17日 
これ、ショック。京都産。

先日は 確か修学院だったかな、大の字形の茄子が話題になってたし、最近は秋川の 4
つつながってる茄子の画像も流れてたし。 
https://twitter.com/mayurinn219/status/644446946761945088/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9月17日 
千葉県松戸市、学校で休み22人中、11人が嘔吐症状。
クラスの子も何人か鼻血を出した(2011/6)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8176b5d0f1fad48c2110d9a08be7d7df …
なぜあの日屋内退避の勧告が関東地区になかったのか

情報弱者はこのまま泣き寝入りになってしまうのでしょうか

悔しくてたまりません

AKIRA 2024さんがリツイート 
つっちー@9/26bowline @tm_kaiyo731 · 9月17日 
@jpdayco @da_gowww 
渋谷の朝5:00今度行こうよ？(⌒-⌒)
ホームレスとリーマンが同じ場所で寝る世界が広がってるよ（＾ω＾）

https://www.youtube.com/watch?v=x79YjXJmWe4
http://twitter.com/ST0NES/status/644670739694534656
http://twitter.com/ST0NES/status/644343491804303360
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80/@38.4959146,140.989708,8.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5fbfb41801449980
https://twitter.com/mayurinn219/status/644446946761945088/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8176b5d0f1fad48c2110d9a08be7d7df


AKIRA 2024さんがリツイート 
たかのぶ @jpdayco · 9月17日 
@da_gowww 駅の至るところにカバンを枕にして寝てるリーマンがいるのは怖かった

AKIRA 2024さんがリツイート 
たかのぶ @jpdayco · 9月16日 
始発で品川から乗ったけどリーマンの死体の数が半端じゃない

cmk2wlさんがリツイート 
八田押造 @hattaosuzou · 9月15日 
もうな、目の前の問題だけ取り上げて声を上げろだとか民意がどうのとか言ってる段

階ちゃうやろって。相手の掌の上で転がされて終わりやんけ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Akira Tsuboi 1876 @to1945 · 9月15日 � 大阪府 大阪市 福島区 
福島行ー元スーパーバイザーは続けた。「『なにやってんだッ』て言ったら、（無防

備の自衛官）『何も聞いてません』て言うのね。だから「すぐにオフサイトセンター

に入れッ」と。そしたら自衛官の人がシンチ持ってたんで。測った。振りきれてた、

。30μまで測れるんですけどもう全然、だめだった。ー

ゆうさん @tyougenn · 9月14日 
福一の汚染水が今日、ろ過され海へ放出された。１リットル当たり１ベクレルと聞

いた。この数値を検査する機関が三菱マテリアル、原子力産業だ。今日の放出量は８

５０トンで８億５０００万ベクレルだ。海しか仕方ないのだろうがとても考えられな

い数値だ。このようなことが毎日続く、皆さんはどう思う。

prometheus @prometheus2054 · 9月11日 
てかこのロシアトゥデイがドローンで撮影した福一周辺の汚染土、日本の皆さんはど

れくらい知ってるんだろうか？動画コメでもまた津波きたら全部流されるねと指摘さ

れていてもう滅茶苦茶だね。 

otenkimame @osiete_tukachan · 9月10日 
福一原発作業員を次々と襲う【死の病】８月だけで３人も亡くなっている

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307409&g=132108 …
「放射線が原因と考えられない」by東電★どんな神経で、こんな無責任なことを言え
るのか？

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

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 4時間4時間前 
どんな正論も「被曝ガン無視」で台無し。

どんだけ御立派な人間も「被曝ガン無視」で正体まる見え。　　

迷ったら「被曝」とゆフィルター通してみるといい。

（あ。関東にて脱被曝で議員に当選したんですけどやっぱ除染すれば住めると思うよ

になりました、とかいうのは無しの方向で）

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 13時間13時間前 
『原発事故が起されて日本人みんな頭おかしいです。自分も。

正常なのは子どもを連れて海外へ移住したひとたちです。by @ST0NES 』

アタシはココで日本の終焉を見たい。

https://www.youtube.com/watch?v=Ucf4WHenSkc
【作業用BGM】さすらいの旅に出たくなるかもしれないゲーム曲集
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日23:48

AKIRAさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 9月16日 
@myremin 
今回のデモも雨の中。子供の手を引いてるお母さんもいたね。ほとんどの人達がTwitterを始めた
理由は放射能関連の情報収集だったはず。

完全に違う方向に行かされてるね。

 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307409&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=hWiki8UOImY
https://www.youtube.com/watch?v=Ucf4WHenSkc
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（９月25日）　マンモ1回は、最低でも1.5mSvの被曝。／米軍が使う【 劣化ウラン弾
】 を 【 三井 】が製造、世界中の汚染を引き起こす。

http://85358.diarynote.jp/201509251006287851/

泊原発が再稼働を断念？／サプリ海藻 Sr入ってる／動き出した
旧731部隊／マンモ1回で1.5mSvの被曝／今日だけで56回の爆発
的噴火。／ながくないかな‥

2015年9月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRA 2024さんがリツイート 
あおしま＠ @aoshimaa · 21時間21時間前 
毎年マンモを含む検診を受けてたのにリンパまでの乳がんって、

逆にマンモ毎年受けてたからなったのかも？というコメントは

TVでは一つもない。
案の定、日本は欧米に比べて乳がん検診率が低い、もっと受けましょう、

みたいになっている。

マンモ1回は、最低でも1.5mSvの被曝らしい。

https://www.youtube.com/watch?v=Ph5zFxjf1Hg
Lord of the Rings Soundtrack Mix 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 30分30分前 
つーか、

http://twitter.com/ST0NES/status/647208242645352452 …
冗談ぬき自分自身も、この一年で12キロも体重おちた。いま49キロしかない。
2011年の雨のなかの水中の清掃作業の影響だろ。
強風の日は外へ出ないが軽すぎる。ながくないかな‥

glousser (はな。いわき→奈良) @kusukusu0525 · 1 分1 分前 
悲しいけれど…汚染水ダバダバのフクイチが怖くて。お魚が食べられないの。産地を
選んで買って食べても何故か体に赤い発疹がでるんだもん…。鉛みたいに怠くなった
りお腹壊したり。「生活のせいじゃない？」っていう人も居るけど食生活の事を指し

ているなら納得です

特務機関NERV @UN_NERV · 42 分42 分前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月25日 09:03】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月25日 09:00
現象：噴火多発

特務機関NERV @UN_NERV · 44分44分前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月25日 09:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月25日 09:00
現象：連続噴火継続

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 53分53分前 
泊原発が再稼働を断念？@Official_HEPCO
じゃぁ、#日本政策投資銀行 から回ったカネはどうするのか？
ワナだろ。再稼働詐欺を装って

#MOX燃料 で動かす #大間原発 の建設を速めるつもりじゃないのか。官僚どもの作
戦は。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%23%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+%E6%B3%8A+OR+hepco&src=realtime=default&f=tweets
…

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 1時間1時間前 
@cmk2wl 
放射性物質防護のサプリ検証をしたアメリカのドクターが、クロレラもアスタキサン

チンも効果のあることは認めるが海藻が原料である以上、汚染地域からの選択は不可

、と。アルギン酸も同様ですよね。選択は厳しい。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
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http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%23%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+%E6%B3%8A+OR+hepco&src=realtime=default&f=tweets


日本海に流れたかとおもいきや、太平洋側に。そしてまた日本海側へと東電福島原発

からの風は振れまわっています。

https://twitter.com/cmk2wl/status/647199461395927040/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【沖縄地方 気象情報 2015年09月25日 07:20】
台風第２１号は、２６日にかけて発達しながら北西へ進む見込みです。沿岸の海域で

はうねりを伴い、大東島地方では２５日夜遅くから、沖縄本島地方と先島諸島では２

６日は次第にしける見込みです。高波に注意してください。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
取りあえず、朗報　「再稼働、年度内を断念＝泊原発で会見－北海道電社長」時事通

　2015/09/24(木)18:00
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201509/2015092400716&g=soc …

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
b_utter
チェルノブイリ原発事故後、

1-5年で現れた子供達の症状のグラフ。
一位が極度の疲労。二位が衰弱。

若いはずの子供が極端に疲れたり弱ったりって？ 
https://twitter.com/k2cyan/status/647170351605002240/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
kobayashiasao
チェルノブイリ事故で当初３年間、放射能のことを

気にして生活していた人は１０００人に１人だと言われています。

しかし、３年後、爆発的に被曝症状が出てから、

多くの人たちが放射能に気を付け始めたのです。遅すぎました。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
福島第一原発から放出されたセシウムと同量のストロンチウムは、水溶性が故に素早

く拡散して、植物プランクトン、藻類、藍藻類、珪藻、表現はなんでも、あっという

まに取り込まれてしまったのかも。

90%を結合させるなんて…。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
韓国研究チームが、藻類に放射性物質除去効果があるという実験結果を発表。

炭酸イオンとストロンチウムイオンを藻類が結合させて、細胞の表面にSrCO3（スト
ロンチウムの炭酸塩）を作り出す。なんと 2000Bq/mlの90%以上を減少。
逆を返せば、藻類には Srが入ってる。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
2015年7月31日
メキシコのカリブ海沿岸にホンダワラが大量漂着。

問題解決のために政府は海軍と環境当局のタスクフォースを設立。これも藻類。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
Mazzaella japonica（アカバギンナンソウ ）カナダ バンクーバー島で大発生している
。

カラギーナン、増粘剤、ゲル化剤および安定化剤に成分が使われている。

チョコレートミルク、アイス、プディング、低脂肪チーズ等。 

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
2015年9月21日　
オハイオ川で500マイルの有害藻類プルームの発生。河川監視局によると、オハイオ川
で史上最悪の発生だと。吐き気、下痢、嘔吐、重度の頭痛、発熱、さらには肝臓の損

傷を引き起こすミクロシスチンと呼ばれる毒素を生成。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/647087188040028160/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
2015年9月12日
中国は有毒藻類と戦っている。繁茂を食い止めるために科学者によるプラズマ照射等

も検討されているとか…。
一般的には窒素やリンの排出によるものとされているけれど、原因には放射性物質も

。

真ん中の写真はナマコの養殖場。 

https://twitter.com/cmk2wl/status/647199461395927040/photo/1
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pekopon（脱原発に一票） @kamifuusen7161 · 10時間10時間前 
pekopon（脱原発に一票）さんがリツイートしました きむらゆい
福島は放射能が蔓延してるのでは・？と　いやな予想をしてしまう・・。　フクイチ

の状況が伝わってこない。政府が意図的に報道規制して実態を隠蔽してはいな

いか・・？　川島さんの死が、我々に疑問を投げかけている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
石川早生 @nomoretokyo · 10時間10時間前 
最初の2年は心臓が多かったけど、予想された通り癌が増えてきたね。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 11時間11時間前 
何れにせよ、移住が徐々に増えだして

東京の機能が低下してゆくことには

変わりはない。

汚染地域は、そうなるしかない。

飯山一郎 @iiyama16 · 11時間11時間前 
@suzukisarasa フクイチのプルームが日本海に抜け、朝鮮半島に当ってから南下して
福岡入り。九州の宮崎沖を北上し豊後水道から福岡入り。新幹線や飛行機で人が運ん

でくるホットパーティクルも福岡は多い。福岡のホットスポットは絶えず移動するの

で特定は不可能だが、九州一高いです。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
asuka @asuka_250 · 12時間12時間前 
再稼働、年度内を断念＝泊原発で会見—北海道電社長 　ずっと断念してろよ。これ以
上迷惑かけるなインチキ国家

http://jp.wsj.com/article/JJ10300923120551103646117490378240292804329.html …
@WSJ

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 12 時間12 時間前 
〔四国で記録的大雨〕24時間降水量が450mm超に　高知県・徳島県で避難情報相次
ぐ(24日22時現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000012-rescuenow-soci …
四国地方では、南岸にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で

、太平洋側を中心に局地的に猛烈な… #レスナウクリップ

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【高知・室戸付近など「記録的短時間大雨情報」】（続き）

災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して安

全を確保するよう呼びかけています。

（2015年9月24日 20:23 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【高知・室戸付近など「記録的短時間大雨情報」】

気象庁によりますと、高知県の室戸市付近と東洋町付近では、レーダーによる解析で

午後8時までの1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。
http://nerv.link/v2elpd

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【高知県 記録的短時間大雨情報 2015年09月24日 20:18】
２０時高知県で記録的短時間大雨

室戸市付近で約１２０ミリ

東洋町付近で約１２０ミリ

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 15時間15時間前 
@rijena 今のところ濃いのが来ている間だけの一過性ですが、酷い時は運転は控えるよ
うにしています。ふっと意識が飛ぶのか、微妙にブレーキのタイミングが遅れたり、

右に行くつもりで左のウィンカー出したりとちぐはぐなことをしてしまったりする

ので。

事故が多いのも、そういうことかと。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 16時間16時間前 
【拡散】hanayuu 【放射能汚染悪化】千葉県柏市で焼却灰から5万1200ベクレル検出！
過去最大の数値！東日本各地で放射能が増加している！ - 地震・原発・災害情報のまと
めブログ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-225html ……

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
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レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 16時間16時間前 
〔記録的短時間大雨〕高知県室戸市付近・東洋町付近で1時間に約120mmの猛烈な雨か
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000009-rescuenow-soci …
気象庁のレーダー解析によると、24日17:30までの1時間に、高知県室戸市付近および
東洋町付近で約120mmの猛烈な雨が降った模様です。気象庁は高知…

cmk2wlさんがリツイート 
二号 @siroma5789 · 16時間16時間前 
@cmk2wl 
放射能は酸素をぶった切るんでしたっけ

オゾン層こわれる

AKIRA 2024さんがリツイート 
rie007 @rijena · 16時間16時間前 
カナリア体質だと自覚している人は、体調不良が放射能によるものだと認識している

。かなり少数派のように思えるが、実は隠れカナリア体質は、ごまんといるのかもし

れないと思っている。道路で寝てしまうような人は、症状的には末期的な気がしてる

。放射能と紐づけできない人は防御できなくて危険だ。

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：09/24 15:47
巨大サツマイモ、なんと10個超!! 新庄
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000553-yamagata-l06 …
「好天続きで生育が進んだのだろうか。70年も農業をしているが、こんなに大きなサ
ツマイモは初めて」と…
#山形県 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/646991373191655424/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
環境中の窒素化合物が増えているというエビデンスがある。

もし、大気中の窒素分が数パーセント増えたらどうなるか…。
植物は枯れ、

魚は死に、

人体はカビに侵襲されていく。

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
2015年9月16日　
無数の魚（ハクレン）が山東省の貯水池で死んでいる。大雨の後だったと…。
https://twitter.com/cmk2wl/status/646970398337167360/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
9月24日15時：気象庁発表
「鹿児島県：諏訪之瀬島で24日深夜から爆発的噴火が多発。09時〜14時で36回の爆発
的噴火

（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150924150417_511.html
…）　今日だけで56回の爆発的噴火。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/646933231607021568/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 19時間19時間前 
[記事] 太陽風はやや高まった状態が続いています。太陽でCクラスのフレアが増えてい
ます。 http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
.@hanakonene 高知県の放射線量は随時ここで確認できます
。http://www.globe.to/GM10/ 
9月24日15時で最高値0.24μSv/hということは今の風向きからしてF1の汚染だとおもい
ますが、8月からヘンです。http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E9%AB%98%E5%9C%B0+OR+%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C+OR+%23%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C&src=realtime=default&f=tweets
…

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ぴくるす @hanakonene · 19時間19時間前 
@ST0NES 本山市界隈に、早明浦ダムがあるんですね。四国（特に香川県）の水瓶。
そこに降下したら、水道汚染。。。四国アウトです。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 20時間20時間前 
@hanakonene 2015年9月24日15時。過去最高？を繰り返して汚染水が流れ出たF1付
近の海、海面から上昇するモノを四国を中心に猛烈に送り込ませてますね。気象操作

がどう動くか心配ですが、安全そうな食糧を汚染させたい奴がいる？ 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000009-rescuenow-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000553-yamagata-l06
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/646991373191655424/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/646970398337167360/photo/1
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150924150417_511.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/646933231607021568/photo/1
http://swnews.jp/
http://www.globe.to/GM10/
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E9%AB%98%E5%9C%B0+OR+%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C+OR+%23%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C&src=realtime=default&f=tweets


AKIRA 2024さんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 21時間21時間前 
動き出しましたね。旧731部隊。今の名は利権。「被ばく症死を隠す為には何かを撒く
しかない」と話していた。

＜ノロウイルス＞新型急増中　流行の兆しに要注意（毎日新聞） - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/mainichi-20150924k0000e040169000c.html …

AKIRAさんがリツイート 
次期衆議院総選挙で戦争法は廃棄 @_cinzo_owari · 22時間22時間前 
次期衆議院総選挙で戦争法は廃棄さんがリツイートしました kenji
知りたく無いんだろうけど、知らなきゃ死ぬだけ。 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 23時間23時間前 
〔記録的短時間大雨〕高知県で1時間に約120mmの猛烈な雨か（レスキューナウニュ
ース）- Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000004-
rescuenow-soci …
■記録的短時間大雨情報

・約120mm：土佐市付近(〜24日10:30)
・約120mm：須崎市付近(〜24日10:30)

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 23時間23時間前 
〔大気不安定〕高知県で猛烈な雨 須崎市全域に避難勧告(24日10時30分現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000003-rescuenow-soci …
■避難情報

【避難指示】

・高知県：須崎市(吾桑地区)
【避難勧告】

・徳島県：海陽町(宍喰 1430世帯2835人)
・高知県：須崎市(全域)

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ぴくるす @hanakonene · 23時間23時間前 
高知の大雨、なんだか不自然な感じがする。 
https://twitter.com/hanakonene/status/646885481792212992/photo/1

microcarpa @microcarpa1 · 23時間23時間前 
#Fukushima disaster was preventable,new study claims
https://www.rt.com/news/316184-fukushima-nuclear-preventable-study/ …
#OcNukeDaily 
ロイター「世界最悪の核惨事、福一事故は防げた」

日本語：http://besobernow-yuima.blogspot.jp/2015/09/blog-post_22.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 23時間23時間前 
関東の霧はあれか

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
altnk @altnk · 23時間23時間前 
外はこんな感じ。病気になりそう。 
https://twitter.com/altnk/status/646877814331805696/photo/1

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 9月24日 
名無し：09/24 08:07
7月08日
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_saigairepair000001/040/040261.html …
つい先日の6月28日の三鷹の水処理場の汚泥からヨウ素１３１がkgあたり８６bq検出さ
れています。これはどう考えたらいいんでしょうか？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月23日 
9月24日7時22分：気象庁発表
「鹿児島県：諏訪之瀬島で爆発的噴火が多発。今後は03時、09時、15時、21時に定期
的に通報する

：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150924072245_511.html
…」

AKIRA 2024さんがリツイート 
オスカー2020 @mass20201 · 5月2日 
自分も含め最近のがんは自覚症状がほとんどないまま進んでいるケースが多く、病

院行った時には末期や転移と宣言されることが多々あります。長い入院生活でワシが

多くの患者から共通して聞いた自覚症状があります。それは「仕事後のビールがまず

http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/mainichi-20150924k0000e040169000c.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000004-rescuenow-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000003-rescuenow-soci
https://twitter.com/hanakonene/status/646885481792212992/photo/1
https://www.rt.com/news/316184-fukushima-nuclear-preventable-study/
http://besobernow-yuima.blogspot.jp/2015/09/blog-post_22.html
https://twitter.com/altnk/status/646877814331805696/photo/1
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_saigairepair000001/040/040261.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150924072245_511.html


くなった」です。お酒がまずくなったら要注意です

「有毒藻類」。てかまさに、「腐海」じゃね？？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ぶひ：ペットロス中…;; @buhi_2 · 40 分40 分前 

腐海の中で生きているということを自覚することが大事かと。それが分かれば自衛で

きる！　

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 15時間15時間前 
福島原発事故以降、若くして亡くなる著名人、若くして癌に罹る著名人を非常に多く

見るようになってきた。厳しいようだが、東北、関東に住む人は、若くても遺言書

を作っておく必要がある。

https://www.youtube.com/watch?v=7shjBelSJ9g
Lord of the Rings - Sound of Rohan 

cmk2wl @cmk2wl · 55秒55秒前 
あなたたちは完膚なきまでに屈服させられている。だから「公」に阿る。

そして主権在民だとか憲法だとか民主主義だとか、屈服させられていることを認めさ

せないように中身のない言葉が沢山用意されている。

お題目を唱えさせられて、またもや深い罠にハマっていく。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
あと、もう１コありますよね

ほとんどの国民が知らぬ間に成立してること。

特定秘密保護法が成立した時に「全国の病院は、がん患者のデーターを国に出せ。

わかったか？　良いから黙って出せ、というもの。国が管理するというもの」　なん

でこんなこと？言わなくても原発事故後なら、猿でもわかる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
マイナンバー制度

何度か「廃案」になったのに、どさくさくに紛れて成立。あれよあれよという間に「

すぐに始りますよ！」と連日テレビで特集

この制度は2018年から、あなたの「銀行口座番号」と関連付けられ、政府に国民の預
金残高も管理される

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
放射能汚染　被曝のニュースを探すのが極端に難しくなった

政府、東電と、電通に支配されたマスコミが国民から被曝を覆い隠し、そんなもの

なかったと情報操作をしたいのが露骨にに見える

だが東日本住民の日常生活を被曝の真っ黒の影が覆い尽くそうとしている

何かが変わった

みんな恐怖している

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 15時間15時間前 
被曝猫さんがリツイートしました jiro
憶えてる？

３１１直後の、成田空港大混雑・深夜の高速道路大渋滞・・・

あの頃、緊急避難してきた福島ナンバーの高級車をボクも目撃してる。

あいつら知ってんのよ？　知っててトボケテんのよ？

＞jiro@JIROABCD
東京の都心でタクシーに乗ったときに、運転士さんから聞きました。311の後、まだ水
素爆発の話とか一般に知られていない頃、国会議員の自宅へタクシーが大量に呼ばれ

たそうです。議員が自分の妻子を先に逃がす為に東京駅、羽田、成田へ運んだと。運

転士さんが言ってんだから。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前 
報道関係向けメール：9月17日
東電「9月14日に発生した内堰からの雨水漏れ。採取した水のストロンチウム90の分析
結果がでましたので、お知らせいたします。（第三報・Sr-90：160Bq/L）←これが何
トン漏れたのか？記載なし。 

https://www.youtube.com/watch?v=7shjBelSJ9g


２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 17時間17時間前 
（続き）

日本の原子力発電所を再稼働させなければならないのは、劣化ウラン弾を製造するた

めじゃないか！

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：09/24(木) 13:31
Fibrodysplasia
米軍が使う「劣化ウラン弾（ウラン２３８）」を日本の三井化学岩国大竹工場が製

造し、日本こそが、中東を含めて世界中の放射能汚染を引き起こす主要な原因となっ

ているなんて、なんという話なんだろう。（続く）

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：2015/09/24(木) 17:34 ID:XXXXXXXX
自民党「NHK受信料を義務化する。強制徴収で払わない者に罰則。マイナンバーも
使う」

http://mainichi.jp/select/news/20150924k0000e010241000c.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4 @_Sea_ · 9月24日 
神戸の医療団体が「三陸のさんまを食べて応援しましょう」と、さんま祭りを主催

http://goo.gl/6osSQA 
これは世界の医療史に記録すべき事案

https://twitter.com/4_Sea_/status/645207339675418625/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
S ・Kuroda @kuroda06sayuri · 9月21日 
放射能汚染は全てのマスメディア・政府が最も隠蔽したい事象だよ。実態が正確に報

道されれば日本の経済は崩壊する、関東・東北の不動産価値は1/10以下になり担保融
資をしている銀行も破綻する。ズル賢い富裕層達は首都圏の不動産や大手銀行株を売

りさばいてて、逃避している。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
平川典俊 @soudearunara · 2014年5月26日 
東京に本社のある大企業に就職が決まった私の友人の親戚の香港の若い女性が健康診

断に香港の病院に行ったら、その病院の先生が『もしあなたが将来子どもを生む予定

でいるならば、放射能の影響でその子どもに障害が発生する可能性が高くなることを

覚悟しておいて下さい』と言って念を押されたという。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 2012年11月15日 
ブームには理由があったんですね。 @beorganic_maki チェルノブイリ原発事故でフラ
ンスのブドウは汚染…欧州でワインの売り上げは急落。そのワインの売りどころと
して、原発事故に危機感が薄くバブル真っ盛りの日本が目をつけられた…ボジョレ
ーヌーボー狂想曲、ワインブームの裏側。

https://www.youtube.com/watch?v=151TVOQijPo
進撃の巨人メドレー 

onodekita @onodekita · 5 時間5 時間前 
@xciroxjp @yukileelovelive 噴煙の高さは約1キロ。知らなかった 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 11時間11時間前 
すぎもとゆうこさんがリツイートしました 非自公民の脱原発に一票（しろ）
水蒸気爆発では出ないモノだよねぇ。 
＞非自公民の脱原発に一票（しろ）

@xciroxjp ■福島第一原発３号機黒鉛すごすぎだ。2011/3/24
NHKはこの内容を全く放送しない。
確か「３号機から黒い煙のようなもの」と…
これは、黒い煙のようなもの？なのか？

http://d.hatena.ne.jp/maachang/20110329 …
#大本営発表 
https://twitter.com/xciroxjp/status/647046951922339840/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
HIRO @kakiaki1005 · 11時間11時間前 
ちなみに福島原発事故直後は、日本の外務省は広島市に臨時対策本部を作ってみんな

逃げてきてたのよ。

http://mainichi.jp/select/news/20150924k0000e010241000c.html
http://goo.gl/6osSQA
https://twitter.com/4_Sea_/status/645207339675418625/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=151TVOQijPo
http://d.hatena.ne.jp/maachang/20110329
https://twitter.com/xciroxjp/status/647046951922339840/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
HIMN∅F／yuusuke @himclo_Z · 9月11日 
この画像w
丼に顔突っ込んでるインパクトで大爆笑して、

｢終｣…て、オッサン終わっとるがな、でさらに爆笑して、
NHKこれをエンディングに持って来るってどんな番組だったんだよ、でダメ押しされ
る秀逸画像w

て、何の解説してんだよw 
https://twitter.com/himclo_Z/status/642393230579884032/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=o4UAt2Bh7oM
Lord of the Rings - Sound of Gondor

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 11時間11時間前 

川島なお美さんが亡くなった。

女は衰えた姿を他人に見せたくない生き物だと思うんだけど・・・

強烈な美意識を持つ女なら尚更ね。

彼女、最後のテレビ出演で「伝えたかった」のかも。

そんな気がするんだよ。　

合掌

https://twitter.com/himclo_Z/status/642393230579884032/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=o4UAt2Bh7oM


（９月28日）　脱毛は2ヵ月以上にも渡り、頭髪は半分ほどになってしまった。

http://85358.diarynote.jp/201509280031494893/

免疫力の低下とみられる症状＞暑いのに寒いという。脱毛は2ヵ
月以上にも渡り、頭髪は半分ほどになってしまった。

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

AKIRAさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9月25日 
(千葉県 小学生の娘)
脱毛は2ヵ月以上にも渡り、頭髪は半分ほどになってしまった。
これはまぎれもない現実　2012/12/7
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c7cb3f850749c380ba1112e4ebea04c5 …
＜免疫力の低下とみられる症状＞

２０１１年の夏頃、東北で、暑いのに寒いという子供や大人が

…消えた分はともかくとして…。
…（－－＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=npWSI9iu2i0
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Soundtrack 

AKIRA @AKIRA23150220 · 1時間1時間前 
最近、マレーシアに日本食レストランの進出が相次いでいる訳は、マレーシア政府が

食品輸入規制をしていない事をいい事に、日本では絶対に売れない放射能汚染食品を

マレーシアで売るつもりだ。

放射能避難移住をされている方々は気をつけて下さい。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/648145724203372544/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 1時間1時間前 
クアラルンプールに放射能避難移住している皆様へ。

居酒屋「鮮家」は放射能汚染米並びに汚染食品を使用しているおそれがあります。

http://85358.diarynote.jp/201509280031494893/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509280031494893/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509280031494893_1.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c7cb3f850749c380ba1112e4ebea04c5
https://www.youtube.com/watch?v=npWSI9iu2i0
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/648145724203372544/photo/1


絶対に行かないで下さい。

マレーシアに避難移住している意味がありません。

6,000Km離れていても、安心できないとは、このままでは日本は世界の敵となる。

AKIRA @AKIRA23150220 · 2時間2時間前 
このクアラルンプールの日本食居酒屋「鮮家」調べたらブランド米秋田小町を売りに

して連日満員らしい。また、4月には日本米100トンを輸入したという事だ。
これを聞きつけた日本の米問屋が日本で売れない放射能汚染米をマレーシアで売ろう

としている。

鬼畜だ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 2時間2時間前 
昨夜、マレーシアに避難移住した元官僚から連絡があって、クアラルンプールにある

東北応援、食べて応援の「鮮家」で飯食ったら具合が悪くなって寝込んでいるらしい

。

マレーシアは日本からの食品輸入規制をしていないから注意しろよと言っておいた。 

AKIRAさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 3時間3時間前 
福島原発で採取した地下水からストロンチウム９０などのベータ線を出す放射性物質

が１ℓ当たり１万１千ベクレル検出と発表。濃度は前回採取時と比べて約３０倍に上昇

。自民党のコントロールトリオは相変わらずガン無視だよね

#原発 

AKIRAさんがリツイート 
Greenlabel_sideB @greenlabel_tw · 4時間4時間前 
【RT食関連企業・外食】サイゼリヤ、被災地でトマト栽培を本格化
http://bit.ly/12iy90r …
判断されるのは、情報を得た皆様方、一人一人です。＊リンク切れの際はご容赦願い

ます

AKIRA 2024さんがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 4時間4時間前 
東京で０、５マイクロかあ〜〜。。

いわきでも０，１ぐらいなのにね（ガイガー持ってる友人から）。

まずいと違いますか？

http://bit.ly/12iy90r


AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
2015年9月16日 Record China 
韓国・JTBCは、11年に起こった福島第1原発事故により、子どもの発がん率が最大50
倍にまで高まっているとの研究結果が出され、「放射能と発がんに関連はない」とし

てきた日本政府の主張が数値により覆されたと報じた。

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 7時間7時間前 
日本が沈没を避ける最低限のラインが関東・東北の放棄

福島のメルトダウン場所から半径400〜500km程度の範囲では食物はおろか何も生産し
ない。

外側でも厳しい放射線基準を課す。

これくらいやらないとまともな国になれない

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
cpm×0.00833＝μ㏜/h
@2ch_NPP_info
9/26 21:14
臨海か爆発だってよ

http://shigepy.digi2.jp/public_html/gm10.html …
9/27 02:35
西荻窪で5μSv…
すぐ傍の三鷹市でヨウ素が2桁出ていたな… 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 7時間7時間前 
甲状腺検査】

茨城、千葉、埼玉、神奈川、栃木の５つの県

2014年年９月までに検査を受けた１８歳以下の子どもたち１８１８人の結果
しこりやのう胞がある：１１４６人　約６割に異常

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141109/k10013058381000.html …
https://twitter.com/buick54aki/status/648053184687030278/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 8時間8時間前 

http://shigepy.digi2.jp/public_html/gm10.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141109/k10013058381000.html
https://twitter.com/buick54aki/status/648053184687030278/photo/1


千葉県柏市でなんと５７．５マイクロシーベルト！福島より高いその理由。中性子線

を観測。つまり劣化ウランへの延焼があった

http://blogs.yahoo.co.jp/costarica0012/23070814.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
猫飯は浜の薫りプロダクション @ytoexhd · 14時間14時間前 
以前に取材した甲状腺癌の女性ですが2か月前に乳癌で他界していました。
甲状腺から乳房へ癌細胞が転移していたとのことです。

原発事故当時、この女性が被ばくした場所は日立市 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 15時間15時間前 
今日の犬吠埼 9/27 9:57 濃霧 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/647938299567337472/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 16時間16時間前 
サンマの魚群がまるで三陸を避けるかのように流れている。

周辺諸国の漁獲量を比較しても、日本だけが年々減少している

韓国、ロシア、台湾の各国の漁獲は2009年頃と同量。
そういえば、今年、明神会長も「カツオがまるで放射能を避けているように動いて

いる」、とおっしゃっていた。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 24時間24時間前 
『4号機の燃料プールが壊れたら人類滅亡だ〜』って言ってた話しも、3号機と4号機の
燃料プールが本当に逝っちゃってても、テレビで騒がなきゃ、政府が騒がなきゃ、み

んな平気なんだね

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9月26日 
中部でも1集落で1年間の死者が二桁だよ
降り注いだそれは無差別に、だが確実に見えない銃弾として人々の体を穿つ

目を背けても無駄

来年は将棋倒しみたいに人が倒れる

知らなければならない、何が起きているか

偶然か

必然か

生か死か 

http://blogs.yahoo.co.jp/costarica0012/23070814.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/647938299567337472/photo/1


AKIRAさんがリツイート 
rinrin55turky @rinrin55turky · 9月26日 
千葉の有名ホットスポットに住んでいる両親が、岡山に別宅を購入。少し前まで放射

能の危険性を説くわたしを罵倒していたが、周囲で亡くなる方が多かったためか、安

全厨→危険厨へ。

まだ働いている父は千葉の家にいますが、母だけ犬を連れて岡山に住んでいます。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9月25日 
2015年9月25日　
9月にインフルエンザで学級閉鎖。
東京都調布市、神奈川県茅ケ崎市等。集団感染は北海道、長野、千葉、大阪、愛媛、

沖縄の8都道府県で学校・学級閉鎖。

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9月25日 
"oyaa_aan: すでに北海道でもインフルエンザで学級閉鎖起きてんの…"
#免疫線
罹患対象は離島から北海道までです。

80軒の集落で毎月葬式があります。
たまたまか必然か

考えるのが大人のやるべき事です

AKIRA 2024さんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 9月25日 
巨大キノコが久喜市に出現　成長の早さとサイズに住民も驚き（埼玉新聞

）http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150922-00010002-saitama-l11 …同公園は2011
年から3年にわたり菊地区長らが整備。伐採した木を埋め、遊歩道には木のチップをま
いた

⇒検査すべき 
https://twitter.com/oldblue2012/status/647315241257201664/photo/1

あおてん農園 @aoten49003 · 9月25日 
この時期は葬儀屋はヒマであったはずなのに、火葬場１週間待ちという現状はありえ

ない。このペースなら、この冬は一体、何週間待つ事になるのだろうか？１か月越え

も想定範囲内だろうな‥

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150922-00010002-saitama-l11
https://twitter.com/oldblue2012/status/647315241257201664/photo/1


AKIRAさんがリツイート 
本間　龍　　ryu.homma @desler · 9月24日 
東京新聞:被ばく手帳くれないか　規制解除へ 楢葉町住民の不安: http://www.tokyo-
np.co.jp/article/feature/tohokujisin/fukushima_report/list/CK2015090102000161.html …
「解除したとたん、役人が一切姿を見せなくなったのに驚いた。そのとき私たちは悟

ったんだ。解除は役人と東電にとって、一丁上がりってことです」この国の醜さを見

てください・・・

AKIRAさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 3月5日 
ラーメン関係者の体調不良、急死、休業、廃業、食中毒が増えている

とんこつスープは最悪です。

骨髄に溜まったストロンチウムを煮出しているようなものですね。

これで健康なほうがオカシイ

@shomaspring @kamiwa_oran http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/154.html …

https://www.youtube.com/watch?v=l5CGz8xz-58
Soundtrack: Pirates of the Caribbean full score - Hans Zimmer 

AKIRA 2024さんがリツイート 
すけろくちゃん 2012 @wat · 2012年7月31日 
岡田克也が福島の子どもを避難させないのは金がないからと言ったなら、教えてやる

。福島の子ども達の被曝の現実をつつみ隠さず世界に公開して、移住させたいけど金

がないんですと言ってみろ。1ヶ月もしない間に国家予算級の寄付金が集まるわ。その
ための税金なら国民は払うわ。人間をお前基準にするな

 

…だめだ眠い寝ますぅ…★
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/tohokujisin/fukushima_report/list/CK2015090102000161.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/154.html
https://www.youtube.com/watch?v=l5CGz8xz-58
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「９月２６日に何かがあった」

らしいが、

私は無意識かつ本能的に、

その事実を、

「見ない知らない調べない」の

３猿している？らしい…？
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（10月５日）　みなさんは今どこへ住んでますか？

http://85358.diarynote.jp/201510050053564715/

人間は住めない松戸市／核汚染の主犯は三菱／【泊原発に落雷爆

発して臨界？】していませんか…？

2015年10月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=mRnuuB14IlE
獨想(おもい) - 姬神 Himekami 

Ｍペッコ @pecko178 · 3 時間3 時間前 
高まる噴火の危険性って、福一原発の溶け落ちたのが原因でしょ？

まさか自然災害＝火山噴火を原因にしたい？

いよいよなんだね。いよいよ。

本日は10月05日（月）…。
　　　　　　　　↓

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月03日（土）【当日】
01:00 0.086 0.077 0.082 6 
02:00 0.073 0.055 0.062 6 
03:00 0.053 0.044 0.049 6 
04:00 0.044 0.040 0.042 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 
07:00 
08:00 
…

https://www.youtube.com/watch?v=_qtfW6ihnPE
神々の詩 

あば　なぁが　「まと」。…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
そして千葉、首都圏ののヒトはデータに驚いたり（もう麻痺してる？）

なにかを諦めたりヒラキナオルばかりでなく

2011年3.11の当日から
F1だけが汚染源ではないことをもう一度よく理解したほうがいい。
http://twitter.com/ST0NES/status/650665648423485440 …
その核汚染の主犯格は、#三菱。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2 時間2 時間前 
やってる本人も恐くなってきている‥

http://twilog.org/ST0NES/date-151004/allasc#tw650584654978809856 …
みなさんは今どこへ住んでますか？

http://myboom.mkch.net/cgi/fukushima_v2.cgi …
飛んでますよね。全国的に。様々な放射性物質の微粒子が‥。

おわらない #東電の原発事故@TEPCO_Nuclear

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3 時間3 時間前 
つづき。（もうやめてーっ！という声も聞こえてくるな。）μSv/h
http://twitter.com/ST0NES/status/650652928215134208 …
0.8〜http://twilog.org/hakatte/search?word=0.8&ao=a#cal …
0.9〜http://twilog.org/hakatte/search?word=0.9&ao=a#cal …
1.0〜http://twilog.org/hakatte/search?word=1.&ao=a#cal …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3 時間3 時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました 測ってガイガー！
！

http://85358.diarynote.jp/201510050053564715/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=mRnuuB14IlE
https://www.youtube.com/watch?v=_qtfW6ihnPE
http://twitter.com/ST0NES/status/650665648423485440
http://twilog.org/ST0NES/date-151004/allasc#tw650584654978809856
http://myboom.mkch.net/cgi/fukushima_v2.cgi
http://twitter.com/ST0NES/status/650652928215134208
http://twilog.org/hakatte/search?word=0.8&ao=a#cal
http://twilog.org/hakatte/search?word=0.9&ao=a#cal
http://twilog.org/hakatte/search?word=1.&ao=a#cal


！

2015年09月20日、2.952μSv/h
http://twitter.com/hakatte/status/645472423882559488 …
はっきり云って人間は住めない。

市民は原発事故の作業現場にいる状態‥防護服を着て通勤通学しないと。

どうなるんだ？おい、松戸市！おまえら役人、知ってんだろ。@matsudo_city

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年10月04日 21:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年10月04日 21:00
現象：連続噴火継続

Hiroモン @Winhiro99 · 7 時間7 時間前 
Hiroモンさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
わっ!!　悪化している
レベル８ とか言う更に上の危険レベルが必要。
東京オリンピック♪ なんてやってると
全員余命３年宣告受けちゃう被曝を重ねる！

＞bit.ly /WotNukes@ST0NES 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました 測ってガイガー！
2011年じゃねぇよ。
2015年09月27日で、1.112μSv/h
http://twitter.com/hakatte/status/647972645560975360 …
側溝の汚泥とはいえ高すぎるなんてもんじゃない。測るひとも危険。

F1が再臨界してる証拠。@TEPCO_Nuclear
雨に混ざってるんだよ。フレッシュな状態で。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年10月04日 15:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年10月04日 15:00
現象：連続噴火継続

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
東電福島原発の風は 4日午前0時から西へ向かっています。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/650535774455107584/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
2015.10.04.#東電の原発事故 現場@TEPCO_Nuclear早朝。
http://www.youtube.com/watch?v=OB_iQNgD0go&t=1m46s …
建屋上空でプルームが生成され風で流されれてるのがハッキリわかる。

＞プルームって何？http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+OR+%23%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0&src=realtime=default&f=tweets
…
吸ってますよ。何年も。

宇宙天気ニュース @swnews · 12 時間12 時間前 
[速報] M1.0 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、10月4日11:41 JST (4日02:41
UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりは続いています。2422黒点群は西に没しました。
http://swnews.jp #swnews

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14 時間14 時間前 
名無し(愛媛県)：2015/10/03(土) 23:54 ID:XXXXXXXX
2011年、当時は首都圏に住んでいたけど、外食先で２時間くらい寝ちゃったり、会社
帰りの喫茶店で閉店まで寝たりが何回かあったなあ

もちろんそれ以前はそんなことはなくて、今思えば関係してたんだろうか

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 14時間14時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました minami
名無し：2015/10/04(日) 03:08 ID:XXXXXXXX
関西

https://twitter.com/minakana0318/status/650279714913845249 …
いとこの友達が白血病でなくなりました。中学1年生です。夢があったそうです。人が
集まってくるような笑顔が輝いていたそうです。

http://twitter.com/hakatte/status/645472423882559488
http://twitter.com/hakatte/status/647972645560975360
https://twitter.com/cmk2wl/status/650535774455107584/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=OB_iQNgD0go&t=1m46s
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+OR+%23%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0&src=realtime=default&f=tweets
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/
https://twitter.com/minakana0318/status/650279714913845249


特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年10月04日 09:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年10月04日 09:00
現象：連続噴火継続

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
川内原発２号機、１５日にも再稼働　全国で２番目（朝日新聞）

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/893.html …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 15 時間15 時間前 
今日の犬吠埼 10/4 9:38 晴れ 紫色6日目
2015の紫色
1回目 7.9〜7.20
2回目 8.28〜9.7
3回目 9.13
4回目 9.19
5回目 9.29〜
ライブカメラ→http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/650470814018473984/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
kakaa @kakaa30791135 · 1月14日 
kakaaさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
RT@vansox @aro_flashy 311当日、千葉県市原市
#JNC石油㈱（旧チッソ石油化学㈱五井製造所）から劣化ウランが蔓
延http://twitter.com/ST0NES/status/502502807409139712 … …
http://twitter.com/ST0NES/status/504954833653100544 … …
re.放射能汚染は東電の原発事故だけではない

amaちゃんださんがリツイート 
Momo @momosakura0405 · 2014年9月21日 
【※重要※】

@keitousagicom 福島除染土全国で焼却処分
室蘭市

大館市

福島県いわき市

江東区

富山市

愛知県豊田市

大阪市

兵庫県尼崎市

神戸市

岡山県美咲町

鳥取県境港市

香川県綾歌群綾川町

新居浜市

福岡県北九州市

http://shiawaseippai2525.seesaa.net/article/405710252.html …

https://www.youtube.com/watch?v=Ppoqn28jqc8
千年の祈りThe Prayer of Thousand Years 720p HD 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
2002年まで住んでいた。東京都港区。
その付近でよく子ども連れて散歩してた。

その10年後が15μSv/hの核汚染状態！ほんとに？
http://twitter.com/ST0NES/status/650660058649395204 …
もう戻れない。誰も戻せない。何十年、何百年も消えない。

すぐ近くにテニスコートあったな。生きてる？

bit.ly /WotNukes@ST0NES 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました 測ってガイガー！
ゲ！2012年4月は東京都内で
15μSv/hもあったんだ。
http://twitter.com/hakatte/status/193615690496884736 …

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/893.html
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/650470814018473984/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/502502807409139712
http://twitter.com/ST0NES/status/504954833653100544
http://shiawaseippai2525.seesaa.net/article/405710252.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ppoqn28jqc8
http://twitter.com/ST0NES/status/650660058649395204
http://twitter.com/hakatte/status/193615690496884736


港区芝公園でだよ。東京タワーそば。

http://twitter.com/hakatte/status/193614373628030976 …
地表1mって、そこは今どうなってるんだ？
#東電の原発事故@TEPCO_Nuclear
＞測ってガイガー！@hakatte
【報告】測ってガイガー！東京都港区芝公園４丁目 付近 屋内 地表 1mの放射線測定
値(15.014μSv/h)が投稿されました！ http://hakatte.jp/spot/37185 #hakatta #jp_geiger

https://www.youtube.com/watch?v=cMs-RhX-zfo
姫神　蒼穹の声「祈り遙か」「森渡り」　海を渡った縄文人 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
昼はさんだ幾つかのツイートでフォロワー減ったな。

http://twilog.org/ST0NES/date-151004/allasc-nort#d151004 …
今まだ認められないんだな。3.11以前からの核汚染。
そして3.11以降に拍車がかけられた、この国の核汚染の事実も。
今まで通りを捨てられないヒトはフォロー外してください。さよなら。

https://www.youtube.com/watch?v=_01EWY5hE0o
【 姫神 】神曲詰め合わせ
 

http://twitter.com/hakatte/status/193614373628030976
http://hakatte.jp/spot/37185
https://www.youtube.com/watch?v=cMs-RhX-zfo
http://twilog.org/ST0NES/date-151004/allasc-nort#d151004
https://www.youtube.com/watch?v=_01EWY5hE0o


（10月27日）　ブラック企業大賞　今年のノミネート企業６社発表！／ディズニーシ
ー水路を清掃中の男性死亡／免疫がない者は症状は出ずに進行し、ある日突然死ぬ。

http://85358.diarynote.jp/201510272310019184/

ブラック企業セブンイレブン／セシウム汚染、事故当時、２億

倍だった／仏教徒として殺害に賛成なのか？／被曝した親から生

まれた子は脳腫瘍に伴う精神遅滞／イギリスでは大規模なデモ

が起ってる。

2015年10月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

amaちゃんださんがリツイート 
オレンジママ（脱原発に1票） @HappyOrangeMama · 4時間4時間前 
@tokaiamada アマさん、こんばんは。携帯ナビがズレテいます。地震に注意かもしれ
ないです。 http://plaza.rakuten.co.jp/ecode358smile/diary/201510270000/?
scid=we_blg_tw01 … #r_blog

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
満月トリガーピークを迎えています

数日間は超大型地震に注意が必要

http://www.moonsystem.to

cmk2wl @cmk2wl · 10月25日 
だから正直な話、神奈川あたりの海に行くと絶望的になる。

浜はヘドロ臭く、酢酸カーミンの臭いまで…。この海で泳げる人がいるのかと。
ウミガメやイルカの死骸が打ち上げられて当然。

正常な海を知らないから、汚れていることすらわからなくなってる。

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT200UP】 シュールだ・・・ルネサンス期の名画の構図を現代の自動車整備士たち
で再現してみた。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203810.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/658975213640531968/photo/1

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT2100UP】 「トントン、その子たちは私の子です」子猫たちが捨てられていた動
物病院を探し当て母猫がやってきた（ニュージーランド）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203825.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/658975215750246400/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
最遊記外伝〜Ta-lila〜僕を見つけて〜 

…で…（＠＠；）…
ナニコノ「今日の」地震の回数…

…一週間分…？？

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 1時間1時間前 

http://85358.diarynote.jp/201510272310019184/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151027/85358_201510272310019184_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151027/85358_201510272310019184_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151027/85358_201510272310019184_3.jpg
http://plaza.rakuten.co.jp/ecode358smile/diary/201510270000/?scid=we_blg_tw01
http://www.moonsystem.to/
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203810.html
https://twitter.com/karapaia/status/658975213640531968/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203825.html
https://twitter.com/karapaia/status/658975215750246400/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg


[27日21時17分頃] 青森県 岩手県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1MghHA0 (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/658980923824668672/photo/1

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ131.0km 2015/10/27 21:03:34
(G)http://j.mp/1P2yVpG (アニメ)http://j.mp/1P2yWdj

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ8.3km 2015/10/27 20:48:37 http://j.mp/1KCA54X

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ24.0km 2015/10/27 09:25:00 http://j.mp/1PQFlJn

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.0】青森県東方沖 深さ6.2km 2015/10/27 09:01:50
(G)http://j.mp/1WexxG9 (アニメ)http://j.mp/1Nx6CxR

https://www.youtube.com/watch?v=kARqUluSQzY
最遊記外伝〜風よどこへ吹く〜 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 23 分23 分前 
こののまま留まれば

東北も関東首都圏も

国側の絶滅計画通りになるでしょう

海の魚のように殺され放題ですね

何で逃げ出さないんでしょうね？？？？ 

neko-aii @neko_aii · 32分32分前 
【放射線の影響】広島被爆者を見てきた医者より 
”免疫がない者は症状は出ずに進行し、ある日突然死ぬ”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5457353a660d05f8d2234cc25e0a5ca8 …

neko-aii @neko_aii · 47分47分前 
ヘレン・カルディコット医師記者会見より

[トリチウム]
弱いベータ線、飛翔距離短い、

周囲の細胞に全ての放射線が敏速に吸収、

突然変異を非常に誘発しやすい。

被曝した親から生まれた子孫は

卵巣腫瘍の発生５倍増加。

睾丸、卵巣の萎縮、脳重量の低下、

脳腫瘍に伴う精神遅滞。

neko-aiiさんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 57 分57 分前 
実用化に向け６医薬品を迅速審査

製薬会社ＭＳＤの胃がんの治療薬

日本新薬のデュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療薬

塩野義製薬のインフルエンザ薬

アステラス製薬の急性骨髄性白血病の治療薬

など

つまり、増えると。

http://j.mp/1MghHA0
https://twitter.com/YuretaKamo/status/658980923824668672/photo/1
http://j.mp/1P2yVpG
http://j.mp/1P2yWdj
http://j.mp/1KCA54X
http://j.mp/1PQFlJn
http://j.mp/1WexxG9
http://j.mp/1Nx6CxR
https://www.youtube.com/watch?v=kARqUluSQzY
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5457353a660d05f8d2234cc25e0a5ca8


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 5時間5時間前 
"ngapocoxxx: 朝から駅で倒れてる人を見て、昼飯は注文したご飯がなかなか出て来な
くて怒って帰っちゃった人を見て、病院の待合室で堂々と携帯で長電話てしる人を

見て、なんだか不思議な日を過ごしてしまった。そんなわしは、バスで寝込んでおそ

らくイビキかいてた様子w
#検証線
ああ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
Yo Okada-Howells @yoookd · 5時間5時間前 
今まで園内で死人が出なかったのは、亡くなったら急いで園外に運び出しそこで死亡

確認してもらうからだと、スタバで隣の外国人が話していた。：ディズニーシー内、

水路を清掃中の男性死亡 : 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151027-OYT1T50080.html?from=tw …

amaちゃんださんがリツイート 
いささん @chageblo · 6 時間6 時間前 
いささんさんがリツイートしました microcarpa
放射能汚染　流通品の栗茸、セシウム570Bq/Kgって！
今月10月のものですよ！

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6時間6時間前 
かにちゃんと世界線さんがリツイートしました ｳｫﾙﾋﾟｽｶｰﾀｰ@Aspirin
Racer_Kamira朝起きたらなんかやたら右の鎖骨が痛くて、車運転して整骨院まで行っ
たけど、結局救急車呼んでもらったら、心筋梗塞起こして、心臓半分止まってるトコ

エコーで見させられてそのまま緊急手術した話でもします？

https://twitter.com/wolpis_kater/status/516826317124157441 …
#罹患線
https://twitter.com/wolpis_kater/status/516826317124157441

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 10 時間10 時間前 
〔ノロウイルス〕新型ウイルスで大流行の恐れ・九州で感染拡大(10/27)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151027-00000003-rescuenow-soci …
厚労省は新型のウイルスが検出され、多くの人に免疫がないために大流行の恐れがあ

るとしています。 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/658846534826635264/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
M a i @maibaba11 · 11 時間11 時間前 
@cmk2wl こんにちは。重度喘息の息子さんを持つ同僚に昨日水式空気清浄機を教えた
ら昨日実験してくれたみたいで朝方いつも「ゼェゼェ」言ってた息子さんがそれもな

くスッキリ起きれたみたい驚いてました。

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
埼玉・大宮高　「強歩」で女子生徒死亡　小雨決行、ゴール前で心肺停止

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151027-00000074-san-soci …
学校給食で強制的に福島米を食べさせられてきた子ども達の心臓はセシウムでボロボ

ロになっている

少しでも無理をすれば心臓に過負荷がかかり死んでしまう

大地震・前兆・予言.com @okayogen_com · 14時間14時間前 
フクイチ周辺にだけ発生する「怪しい霧」が存在する…取材班全員が短時間に「赤黒
く日焼け」謎の霧の正体とは？ http://jishin-yogen.com/blog-entry-7649.html …

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151027-OYT1T50080.html?from=tw
https://twitter.com/wolpis_kater/status/516826317124157441
https://twitter.com/wolpis_kater/status/516826317124157441
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151027-00000003-rescuenow-soci
https://twitter.com/rescuenow_net/status/658846534826635264/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151027-00000074-san-soci
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7649.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
米ネバダ州ベイディー（Beatty）郊外　「ＵＳエコロジー社」の廃棄物埋設処分地で１
９日、激しい雷雨のなか、地中爆発が続き、火災が発生、おそらくは放射性物質入り

の白煙、流れる！——　続報！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/beatty-82f4.html#more …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
10月26日 21時34分ごろ
震源地（福井県：マグニチュード5.3　深さ354.1km）　Mの大きな深発地震。このあ
たりの内陸部の（深発地震：深さ354.1km）は珍しい。原発がいっぱいあるエリア。

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
再発の可能性も！？地球上では、過去に「270mの津波」が発生していた
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=308852 …
眉山崩れでは５７ｍの津波遡上

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%A4%89%E8%82%A5%E5%BE%8C%E8%BF%B7%E6%83%91
…

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
東電・廃炉責任者が悲観的な見通しを語るも、NHKは国内では報道せず 
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/492.html …

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
2015年10月15日スポニチ　
ザトウクジラの子供の死骸。北海道網走市のオホーツク海の砂浜。

専門家「低気圧接近に伴う大しけで体力を奪われ、自力で餌を捕れなくなって死んだ

のでは」

こんなコメントでおわらせるの？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/658683095223259136/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
浮き草 @next_door_a_mi · 22時間22時間前 
どんだけ浴びたのかな？私。

気になる症状は幾つもあるよ。

amaちゃんださんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 22時間22時間前 
なぜこの国ではこんな狂ったことが続くの？

組み体操なんて、他の国、ないよ。

それどころか、運動会もないよ

@yasukomatsuoka1 3段タワーから落ち頭蓋骨骨折の6年生の取材を病院でしてい
たら、4段タワーから落ち頭蓋骨骨折の中学生。小学生の組体操でのケガ年6300件

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24時間24時間前 
イギリスと中国

数日前の報道。イギリスでは大規模なデモが起ってる。こういう世界的な流れを日本

は報道しない「そんなの知らねーよ」という無関心な人達が増産される

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658645805876686848/photo/1
のちに視聴率が稼げるような事態になれば、大騒ぎするのが日本のテレビ。

neko-aii @neko_aii · 10月26日 
2011/10/28
福島第一原発より140km以上離れた
栃木県宇都宮市鶴田町の一般家庭を計測

雨樋下（壁排水口下）の放射線量は2.5μSv/h
https://www.youtube.com/watch?v=FdPzhfYb11E …

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/beatty-82f4.html#more
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=308852
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%A4%89%E8%82%A5%E5%BE%8C%E8%BF%B7%E6%83%91
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/492.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/658683095223259136/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658645805876686848/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=FdPzhfYb11E


依頼主はこの場所の草むしりを素手で行っていたという。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10月26日 
①お葬式のお返しの日本茶

京都のお茶屋さん。これを飲んだ３名のうち、自分も含め２名が飲んだ後、腕、首、

脇腹に蕁麻疹。インスペクターで（γ+β線）で茶葉の表面線量を計測（画像）　お茶さ

んに問い合わせ、着払いで返送中。 （続く）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658610061464367104/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10月26日 
今日26日に知事も「伊方原発の再稼働にOK」
人類史上最悪の福島原発事故は「３基分の核燃料がどこにあるの？状態」で、原発を

再稼働した時の「核のゴミ置き場も満杯」で「中央構造線断層＋南海トラフ巨大地震

も危険」避難経路が不明でも再稼働 

amaちゃんだ @tokaiamada · 10月26日 
巨大地震が予測されている中央構造線の本当に真上にある伊方原発

どこをどうひねると「福島と同じ事故は起きない」と断言できる？

フクイチ事故の3年前、安倍晋三が「破局事故は起こりえないから対策の必要もない」
と断言した詭弁と同じ

http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/26/ikata-nuclear_n_8387580.html?
ncid=tweetlnkjphpmg00000001 …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 10月26日 
グーグルアースで調べると、伊方原発の敷地は海抜９ｍしかない

おまけに、まさに中央構造線そのものの上に建設されてる

M8級巨大地震が起きれば高さ３０ｍもの津波が押し寄せ、原子炉は瞬時に水没するだ
ろう

http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/26/ikata-nuclear_n_8387580.html?
ncid=tweetlnkjphpmg00000001 …

cmk2wlさんがリツイート 
mita tuneyoshi @hanaharuok · 10月25日 
新宿代々木測定所さん達の測定によればセシウム汚染、今の空気も平時の40から500倍
位あり、しかし驚くなかれ、事故当時東京でも2億倍だったこと、たとえ数時間だった
としてもこれを吸った。当たり前にみんな大丈夫かと思う。 

AKIRA @AKIRA23150220 · 10月25日 
毎日、電車内で急病人がでている。

他人事ではないと感じる様になってきた。

次は自分かも・・・・。

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
2011年の福島原発が爆発した直後にネットにUPされた曲。
これは、いつ聴いても名曲ですね。

「東電に入ろう：倒電に廃炉」https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658665464898322432/photo/1

片岡　語朗 @kataokaee123 · 10月26日 
@hage3826 @seikatsu1ban 公明党は創価学会を支持母体としているのは周知の事実だ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658610061464367104/photo/1
http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/26/ikata-nuclear_n_8387580.html?ncid=tweetlnkjphpmg00000001
http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/26/ikata-nuclear_n_8387580.html?ncid=tweetlnkjphpmg00000001
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658665464898322432/photo/1


。創価学会はあの悲惨な福一の再来のリスクを抱える原発再稼動に賛成なのか？集団

自衛権で日本と関係ない国民の殺害に賛成なのか？仏教徒としてこれらの行為に賛成

なのか？政治献金に賛成か？

neko-aii @neko_aii · 10月26日 
原子炉指針では、驚くべきことに、

大事故が起こりうること

その被害は甚大であることを知っているので、

原子炉は「低人口地帯であること」と定めた。

低人口地帯（過疎地）の人間であれば

著しい放射線被害を受けても仕方ない、としたのである。

広瀬隆著『持丸長者・戦後復興編』より

https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ
KOKIA battle of destiny 

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【マイナンバー記載の証明書 別人に誤交付】
全国の自治体でマイナンバーを巡る事務処理ミスが相次ぐなか、横浜市の鶴見区役

所で、世帯全員のマイナンバーが記載された転出証明書を誤って別の住民に交付する

ミスがあったことが分かりました。

http://nerv.link/hgXfPW

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
nyan.jp @kojikachandesu · 7時間7時間前 
今の若者の何が異常なのかって、目の前で倒れてる人がいても素通りしてTwitterに「
人が倒れてた。びびったわ」で済ますところ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
内田聖子/Shoko Uchida @uchidashoko · 8時間8時間前 
ブラック企業大賞　今年のノミネート企業６社発表！

セブンイレブンジャパン

ABCマート
暁産業

アリさんマークの引越社

フジオフードシステム

明光義塾

恒例のウェブ投票は今晩スタート！阿佐ヶ谷ロフトＡでのイベントで詳細発表し

ます！ http://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/38579 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
沖縄と宜野湾の２市が住民情報を自衛隊に提供へ！適齢者情報２．４万人分を名簿に

まとめる！他の自治体は個人情報保護法で拒否

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8508.html …

amaちゃんださんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 10月26日 
予科練「志願」実は学校にノルマ強いる　旧制中学に文書（毎日）http://bit.ly/1i81gxR
「戦局が絶望的になっていた時期、陸海軍と行政官庁が人員確保に躍起になっていた

ことがうかがえる」「陸海軍がともに志願者確保のため、学校に接触していた」最近

の国内状況と似てきた。

https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ
http://nerv.link/hgXfPW
http://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/38579
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8508.html
http://bit.ly/1i81gxR


https://www.youtube.com/watch?v=5Mxy2yN45Bg
KOKIA - Daybreak

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 10月26日 
水晶体前面の上皮細胞は放射線の感受性が高く、放射線被曝により損傷を受けると水

晶体混濁の原因となる。水晶体混濁が進み視力障害が認められた状態を白内障と言う

。

さっきまたバイト中に【左眼球の中で謎の白閃光が炸裂】しました…。
眼球の中の放射性物質が【崩壊】した光…？？
それとも、網膜剥離とか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=a4vmA9noFXo
【十回復唱】般若心経・癒し 瞑想 暗記 作業などに 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
ひねもす憂鬱【脱原発に一票】 @honehone_man_7 · 2時間2時間前 
@utubyou009 @k2cyan 
出来る限り大手からは買ってやらないんだ、あたしゃ。

飯も質素になったけど、玄米をもりもり食ってます。少しでも元気に生きて、この国

の行く末と為政者どもの末路を見届けてやるんだ。

https://www.youtube.com/watch?v=KnmKrqysJTQ
梵唱《般若波羅密多心經》 Heart Sutra
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mxy2yN45Bg
https://www.youtube.com/watch?v=a4vmA9noFXo
https://www.youtube.com/watch?v=KnmKrqysJTQ


（10月28日）　突然発症し、次第に重症化する。使用前に薬剤を皮膚に塗って確かめ
を呼び掛けた。／転職先某企業、被曝で中枢やられまくって、ミスは多いし怒鳴り込
みジーサマもいるし。やだなー、キチガイに囲ま

http://85358.diarynote.jp/201510290042139321/

全身倦怠、老化／多発多重がん／放射能汚染下で化粧品や毛染め

するなら／健康被害が起こる／米国の原発が壊れて廃炉になった

。

2015年10月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
Masa Okumura @mokumura · 10月27日 � Houston, TX 
三菱重工業が米国の原子力発電所に納めた蒸気発生器が壊れて原子炉が廃炉になった

問題で、この原発の運営会社が三菱重工に対して請求した賠償額が７５．７億ドル（

約９１６０億円）に確定した。三菱重工が２６日発表した。

https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w&list=PL7496CDCFFD1B83AC&index=2
Moonlight - Electric Cello (Inspired by Beethoven) - ThePianoGuys 

倫太郎 1129 @Rinta · 2時間2時間前 
ほらやっぱこれ隕石やろ！？

2つすごい勢いで光りながら落ちてったけどw 
SEBURO @gregstatejapan · 9時間9時間前 
未確認物体の正体は「スペースデブリ」日本時間の2015年11月13日15時20分大気圏
突入、スリランカ南岸に落下！#未確認物体#隕石 

ご幕屋(低浮上中 @tonytodoroki1 · 6時間6時間前 
隕石衝突するけど全然安心しててとか報道するが

皆大丈夫だなとか思って

http://85358.diarynote.jp/201510290042139321/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510290042139321_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510290042139321_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510290042139321_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w&list=PL7496CDCFFD1B83AC&index=2


割と簡単に地球が滅びそう

おりがみ山下 @origami_yama · 6時間6時間前 
また隕石。。今度は二つ。。最近、相方よりもよくお会いする。。

ところで、地球は大丈夫ですか…？ 

ライブドアニュース� 認証済みアカウント � @livedoornews · 7時間7時間前 
【どうなる】正体不明の物体が地球に接近 11月にインド洋に落下の見通し
http://news.livedoor.com/article/detail/10761747/ …
物体の密度は隕石にしては低すぎることが判明。内部は空洞で使用済みのロケットブ

ースターの可能性が大きいという。 

うなさか@けあんずぐらし！ @unasaka0309 · 8時間8時間前 
過去最大級の隕石衝突跡（クレーター）がオーストラリアで発見される / その幅 “東京
– 大阪間” の400km！3億〜6億年前のものだと専門家は推測
http://rocketnews24.com/2015/03/25/561280/ …

ナショナルジオグラフィック @natgeojp · 12時間12時間前 
ハロウィンナイトに小惑星が最接近、ライブ中継も　チェリャビンスク隕石の約30倍
という小惑星がすれすれを通過　#ナショジオニュース　 http://ow.ly/TVFDo

isana @lizard_isana · 10月22日 
何度も指摘していますが、地球-月距離の1.3倍は珍しくもなんともありません。今月だ
けでこれを入れて3つ目です。【警告】ハロウィン（31日）に地球滅亡か!? 巨大な小惑
星「2015 TB145」が地球に大接近!! http://tocana.jp/2015/10/post_7672.html …

BOPPO @Boppo2011 · 10月21日 
◆470mの小惑星が大接近
僅か10日前に発見の小惑星2015TB145
月までの約1.3倍、49万kmまで接近する
これは宇宙ではニアミスと言える距離

最接近時刻は、日本時間11/1 2:12
大きさ470m、相対速度35km/s 
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CR12cwwUYAAEB0j.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=7OdUBvB3Ots

http://news.livedoor.com/article/detail/10761747/
http://rocketnews24.com/2015/03/25/561280/
http://ow.ly/TVFDo
http://tocana.jp/2015/10/post_7672.html
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CR12cwwUYAAEB0j.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=7OdUBvB3Ots


"If You Could Hie to Kolob"- Lex de Azevedo 

https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA&list=PL7496CDCFFD1B83AC
Michael Meets Mozart - 1 Piano, 2 Guys, 100 Cello Tracks - ThePianoGuys 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 51分51分前 
トリチウム

フクイチで「異様な霧」で騒がれてる核種。フクイチにある数百基のタンクの中は「

高濃度トリチウムと除去できなかったストロンチウム」

トリチウムはβ線を出す。水素の放射性同位体「水に混ざったら除去できない。水＝放

射能になる」 

cmk2wl @cmk2wl · 53 分53 分前 
「プルトニウムを吸いこんでしまうと、気管支や肺にへばりついて、同じ場所に放射

線を浴びせ続けるという結果になります。一度、肺に入って付着したホット・パーテ

ィクルが、体の外に出ることは、まずありません。」広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 55分55分前 
「放射性セシウムが角膜に付着すると微量でも、3〜5年ぐらいから白内障が出始め
ます。子どもたちの目が混濁してきて見えなくなり、最悪の場合、失明をします。」

広瀬隆

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
Q.サイログロブリン高値は
　甲状腺癌ですか？

A.正常の状態では
　血液中にはほとんど出ていきませんが、

　甲状腺腫瘍がＴｇを産生する場合に

　血中濃度が高くなることから、

　腫瘍マーカーとして用いられています。

http://www.crc-group.co.jp/crc/q_and_a/109.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
もういろいろ恐ろしい事が始まってる

人類が嘗て経験した事もない核施設が４基も爆発した映像を観て、そのことを、とっ

くに気が付いてる人たちは「でも、もう遅いわ」と、半ば諦めの境地になり、冷やや

かな視線で被曝防護をしていない人たちを見ている。３号機はプルトニウムとウラン

https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA&list=PL7496CDCFFD1B83AC
http://www.crc-group.co.jp/crc/q_and_a/109.html


のMOX燃料。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2013-10-15
北東北在住

私は初期被曝はしていて、2011年6月頃、
両足の中指の爪が痛みなく剥がれ落ちました。

2011年秋には耳に変調。
露出部分の皮膚はそこだけ爛れました。

2012年1月に東京を出てから
すべて症状は消えましたが、電磁波過敏症を発症。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
放射能汚染環境下で、化粧品や毛染めをするのなら、それ相応の覚悟をしてほしい。

甲状腺を守る為に

http://togetter.com/li/540755

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
これを踏まえ消費者庁は、これまで異常がなくても突然発症し、使い続けると次第に

重症化する恐れがあるとして、使用前に薬剤を皮膚に塗って反応するか確かめる自己

テストを行う—ことなどを呼び掛けた。

毛染めに限らず「放射線や放射性物質」と化学物質の化粧品によって健康被害が起

こる。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
フクイチ周辺にだけ発生する“怪しい霧”に“異様な日焼け”が警告するものとは
10/25 http://wpb.shueisha.co.jp/2015/10/25/55426/ …
ヨウ素123、テルル123も検出されているとか。なにが起こっているのだ〜（言わずも
がな） 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 5時間5時間前 
【原子力発電所における放射線防護の基礎と実際　東京電力作成資料より】

・慢性放射線症状（晩発生身体障害）には、白血病、その他の悪性腫瘍、白内障、皮

膚損傷、生殖力低下、全身倦怠が起こり、非特異性老化（寿命短縮）と呼ばれるもの

も含まれる 

http://togetter.com/li/540755
http://wpb.shueisha.co.jp/2015/10/25/55426/


ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 6時間6時間前 
原因不明のまひ 国立感染症研究所が調査http://nhk.jp/N4Lw4Ja0 今年夏、発熱やせきな
どの症状を訴えた子どもが原因不明の体のまひになったという報告があり日本小児神

経学会などが調べたところ８月以降だけで同様の患者が全国で47人見つかった。患者
は生後1か月〜11歳

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 佐倉みのり
もう既に

保養で済む被曝量ではありません。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
エコタウン事業を知る会(旧北Ｑの〜) @kitakyumamoru · 11時間11時間前 
フクイチ事故の後、なんも知らんから、うっかりヨウ素入りの水を家族全員で飲んで

さ〜甲状腺に異常有りって血液検査の結果が来てさ〜エコーでも、子どもらにのう胞

もあるよって言われてさ〜家庭壊れてさ＾＾〜暗くていいじゃん！無理しないからち

ゃんと冷静に事実と向き合えるんだよ。

AKIRAさんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 10月27日 
教科書通り。被曝すると、同時多発多重がんになる。転移ではない。除染作業したら

こうなる　＞わずか11か月間で膀胱がん、胃がん、結腸がんを発症〜 それも転移では
なく別々の発症…第一原発元作業員の53歳、作業11か月で3つのがんを同時発症
http://dlvr.it/CXNg4H

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 10月27日 
そういえば転職先の某企業、従業員たちが被曝で中枢やられまくっててかなりすさん

でるみたいなんだよね。ミスは多いしフロアで「書類間違ってたぞ！」とか誰かに

向かって怒鳴り込みにきたジーサマもいるし、なにより守衛が態度ワルワルで激しく

嫌悪感。やだなー、キチガイに囲まれて仕事すんの。

neko-aiiさんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 10月27日 
そういえば肛門ユルユル同僚が、勤務初日に教えてくれたっけ。「ここの部署、みん

な体調悪いのよ」って。怖すぎ。みなさん体調不良か。そのうち会社閉鎖になっちゃ

http://nhk.jp/N4Lw4Ja0
http://dlvr.it/CXNg4H


うかなあ。

ＨｉＴａｋａ @toy2bkk · 10月27日 
ヤッパリ福一が第一位でした。日本にはヤバイ場所があるかも知れない。

#tera1134 @tim1134 
【閲覧注意】地球上で最も放射能が強い場所トップ10が公開され話題に！
http://tsguide.jp/?p=1889

neko-aiiさんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 10月27日 
東京都青梅市の街路樹がおかしな形になってきてる。で、気がつくと根元から切ら

れて、低木が植えられてるんだけどその低木もおかしな具合に変色してるんだよね。

赤い森化してるんじゃ？

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
石井吉徳 @postoil · 10月27日 
地球物理学者としての「つぶやき」です。本当に伊方原発の再稼働は危ないのです、

日本列島を横断する中央構造線が作った特異な地形、半島にある。安易な安全神話は

非常識極まりない。

https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io
Nearer, My God, to Thee — BYU Vocal Point feat. BYU Men’s Chorus 

はな @hana0404ginga · 19時間19時間前 
@kikumaru00 @cmk2wl うちのチビ夜中に急に咳き込んで吐く事が多く不眠でした
病院で横になると痰が溜まってるからそうなるんだといわれた。

うちも水式空気清浄機なんちゃってだけど始めたらチビ朝までぐっすり夜中に起きる

事が無くなりました

https://www.youtube.com/watch?v=X6Mtpk4jeVA
Amazing Grace (My Chains Are Gone) - BYU Noteworthy A Cappella Cover 

https://www.youtube.com/watch?v=caUIXLxqiPU
Homeward Bound — BYU Vocal Point ft. The All-American Boys Chorus
 

http://tsguide.jp/?p=1889
https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io
https://www.youtube.com/watch?v=X6Mtpk4jeVA
https://www.youtube.com/watch?v=caUIXLxqiPU


（10月29日）　バイトは休み。／鬱の大半の原因は、電磁波で視床下部付近がダメー
ジを受けるから。／薬害で化学物質過敏症と電磁波過敏症が悪化して体液循環が滞り、
極度の冷え性に。

http://85358.diarynote.jp/201510291040118177/

電磁波過敏症＝激しい倦怠感や物忘れ／悪化

して、【極度の冷え性】に。

2015年10月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
北野ゆり  يروي @yuric117 · 3時間3時間前 
【拡散お願い】10/29今朝辺野古新基地建設工事強行です、沢山の機動隊が座り込む人
々を排除し工事車両入ってます！現地からの画像シェア。 

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【マイナンバー「通知カード」配達ミス】

一人一人に割りふられる１２桁の番号、マイナンバーを伝える「通知カード」につ

いて、配達を請け負う日本郵便は千葉県で誤って別の人のカードを配達するミスがあ

ったと発表しました。

http://nerv.link/CrA3Pf

https://www.youtube.com/watch?v=7OdUBvB3Ots
"If You Could Hie to Kolob"- Lex de Azevedo 

おはようございます。

０９：３９です。

バイトは休み。

外気温８℃、無暖房で室温１６℃。

天気はあいまい。

予定はプランＡ（買い出し外出）か、

Ｂ（終日ひきこもり＆家事三昧）か、

未定…（お天気と気分？次第！）

https://www.youtube.com/watch?v=tyPDQpel8bI
Charlie Brown Medley - ThePianoGuys 

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] 太陽風は350km/秒と低速です。東端のコロナホールが中心に向かっています。
http://swnews.jp #swnews

http://85358.diarynote.jp/201510291040118177/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510291040118177/
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https://www.youtube.com/watch?v=7OdUBvB3Ots
https://www.youtube.com/watch?v=tyPDQpel8bI
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/////zebrano///// @zebrayes · 10月27日 
いやに明るい満月、スピンする雲、地震予測100%、気温の上昇。

osakanokaze 123 @koomuinga · 10月27日 � 東京都 中央区 
満月＋大阪のうちの井戸の水深が過去最低＋長い間地震がない→地震に備える。

amaちゃんだ @tokaiamada · 10月27日 
満月トリガーピークを迎えています

数日間は超大型地震に注意が必要

http://www.moonsystem.to

逸見キャシィ @Itsme_Cathy_ · 10月26日 
満月と新月とに近い日に地震が多い、という説。見ると、大体その前後4〜5日を含
んで、ほら地震が起きました、って書いてある。新月と満月の前後1週間含めたら、ま
んまひと月。そりゃ予想当たるよ。

https://www.youtube.com/watch?v=5mJ08-pyDLg
Bring Him Home (from Les Misérables) - ThePianoGuys 

日刊工業新聞BusinessLine� 認証済みアカウント � @Nikkan_BizLine · 7分7分前 
【Newscast動画】日産自動車、20年に一般道に対応した自動運転車を投入－NASAと
のHMI共同研究成果を商品化　http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420151029aabb.html
…
動画はコチラ→　https://api01-
platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/ODYy%5cNjA4%5c230%5c14f%5c0%5c23E6FE50%5cCopyright%20%20THE%e2%80%a6
… 

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
オレは２アマだから２００ワットまでしか出力できなかったが、それでもインターフ

ェアの凄まじさを散々思い知らされ、近所に迷惑をかけた

６ｍAM発振させれば数十メートル圏内のテレビなど全部、真っ黒に映る
自動ドアが勝手に開閉する、パソコンや電子機器が暴走する

ポルターガイスト起こすのだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
自動車産業揺るがす無人の自動運転車、ＩＴ企業との競争激化

http://jp.reuters.com/article/2015/10/27/self-drive-idJPKCN0SL35620151027 …
CPU・LSIが電磁波の誘導電流によって暴走することさえ、ほとんど知られていない
キャリントン事象が再現されたら、どうするつもりだよ？

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
アメリカの長距離トラックは、CB無線などで数百ワットどころかメガワットで通信し
ている　おまけにAM広帯域波だ
これが隣を走っていれば、車の自動制御システムなど凄まじいインターフェアを起こ

して暴走する

トヨタの技術者は未だにそれを知らないのだ

地震前にオンラインが誤作動するのも同じ

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 

http://www.moonsystem.to/
https://www.youtube.com/watch?v=5mJ08-pyDLg
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420151029aabb.html
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/ODYy%5cNjA4%5c230%5c14f%5c0%5c23E6FE50%5cCopyright  THE%e2%80%a6
http://jp.reuters.com/article/2015/10/27/self-drive-idJPKCN0SL35620151027


トヨタ社長、「最大」より「最高」に将来性・自動運転に自信　

http://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2015/10/158674.php …
無理だ！

トヨタは未だに米国レクサス暴走事件が電磁波インターフェアであることさえ気づい

ていない

電磁波の恐ろしさをまるで理解していない

アマ無線大出力者は思い知らされている

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2013-10-15
北東北在住

私は初期被曝はしていて、2011年6月頃、
両足の中指の爪が痛みなく剥がれ落ちました。

2011年秋には耳に変調。
露出部分の皮膚はそこだけ爛れました。

2012年1月に東京を出てから
すべて症状は消えましたが、電磁波過敏症を発症。

テトさん @tetolog5995 · 10月26日 
鬱・うつ症状の根底に電磁波過敏症を疑って見てください | オルゴールセラピー
とある方から、鬱の大半の原因は、電磁波で視床下部付近がダメージを受けるからだ

と指導頂いた。

やはりデジタルデトックスは必須かな。 http://musicbox.jp/therapy/?p=641

ろりすの抜け殻 @czj_fatns_6a · 10月26日 
ＥＶ無線充電を来年度にも実用化へ　総務省が１２月に省令改正　国際標準化も目指

す（1/2ページ） - 産経ニュース http://smar.ws/xXb3c #スマートニュース
＞コイルとコイルの間に動物や人が入ると感電する

電磁波過敏症の人が血反吐を吐く

http://www.sankei.com/economy/news/151026/ecn1510260005-n1.html 

集団ストーカー抵抗軍サンライズマンＢＯＴ @SUNRISEMAN_BOT · 10月25日 
テクノロジー犯罪と聞くと、一般人は「何それ？」と反応すると思う。そんな皆さん

も最近、物忘れが激しくなったり、常に「キーン」という耳鳴りが聞こえないだろ

うか？実はこれ「電磁波過敏症」という症状。電磁波は携帯やＴＶなど身近な家電製

品から常に放射され、発癌性もある人体に有害な電波です！

suu @sunrzn · 10月19日 
電磁波は人には見えないそうですが(最近知った)小さい頃から見えます��寝てると頭
が締め付けられて天井に緑っぽい光線が通って見える、電化製品が動いていたら、壁

が光って見える、、#電磁波過敏症 というらしい、、吐き気がする

佐一 宇宙一かわいい毛玉社長のげう゛ぉく @Nana0773Nana · 10月16日  
佐一 宇宙一かわいい毛玉社長のげう゛ぉくさんがリツイートしました 羽海野チカ・１
１巻 ９/２５発売
血液やリンパ液などの体液循環がうまくいっていないのでは…？漢方の専門店で相談
されてはいかがでしょうか。（ちなみに私は、薬害で化学物質過敏症と電磁波過敏症

が悪化していたときに体液循環が滞り、極度の冷え性になっていました。）

https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w

http://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2015/10/158674.php
http://musicbox.jp/therapy/?p=641
http://smar.ws/xXb3c
http://www.sankei.com/economy/news/151026/ecn1510260005-n1.html
https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w


Moonlight - Electric Cello (Inspired by Beethoven) - ThePianoGuys 

サクラ猫bot @sakura_nyan_bot · 10月13日 
電磁波過敏症：不調を訴えても、訴えても、相手にされない、さらに別の病気として

扱われる、精神障害だと決めつけられるという悲しい現実は　うけた人にしかわから

ないのでしょう・・・。

サクラ猫bot @sakura_nyan_bot · 10月11日 
電磁波過敏症はひどくなれば時には精神疾患をも引き起こします。周りから理解され

ないことも原因のひとつかもしれません。　http://denjiha2003.blog.fc2.com/blog-entry-
3.html …

https://www.youtube.com/watch?v=NCaH-qqTWpk
Kung Fu Piano: Cello Ascends - ThePianoGuys (Wonder of The World 1 of 7) 

カルト宗教に破防法適用を @habouhou · 10月11日 
カナダではカナダ人権委員会が2007年カナダ人の約3%は環境過敏症と診断されている
として、2009年8月を「電磁波過敏症を知る月間」と宣言した。

カルト宗教に破防法適用を @habouhou · 10月11日 
日本は電磁波に対してもっと深刻に対処するべき。「イギリスは電磁波過敏症の対策

で携帯基地局の建設許可の全国的な見直しに着手している」

新宇宙意識の顕現☆緑川玲★BOT @Rei_Midorikawa · 10月11日 
@nekomimimikon 田舎幻想…全く的確で言い得て妙です
本当に良環境求めるなら、化学汚染少ない北欧西欧に移住しかない

米国には電磁波過敏症の電話使わない町あるとTVやってました
米国にあれば、西欧にもあるはず

日本は同調圧力・村八分あるので、そういう町はなかなかできない

佐一 宇宙一かわいい毛玉社長のげう゛ぉく @Nana0773Nana · 10月10日 
@Nana0773Nana 「いつもネットとつながっていなければならない重圧」今の子供は
かわいそうだね。始終LINEを気にしてなきゃいけない。電磁波に敏感なことに気づか
ない子が体調を崩していそうだな。（私は電磁波過敏症。急性期にはうつ状態になり

ました。）

https://www.youtube.com/watch?v=9p0BqUcQ7i0
Mission Impossible (Piano/Cello/Violin) ft. Lindsey Stirling - ThePianoGuys 

集団ストーカー抵抗軍 サンライズマン @SUNRISEMAN450 · 10月3日 
電磁波は携帯やＰＣ、ＴＶなど身の回りの家電製品から常に放出されている。電線や

携帯電話基地局の近くに住んでいる人は、より被爆量が増す。電磁波過敏症の症状＝

激しい倦怠感や物忘れというのが問題点で、これが国民支配に悪用されている。庶民

を白痴化させておいて、権力者が好き勝手やる仕組みだ。

http://denjiha2003.blog.fc2.com/blog-entry-3.html
https://www.youtube.com/watch?v=NCaH-qqTWpk
https://www.youtube.com/watch?v=9p0BqUcQ7i0


…はてさて…（－－；）…

あのバイトが心身にヨクナイのは判っているのだが…

とりあえず、「アルパカ狼さんのメアドをＧＥＴ！」しないと、

辞められないぞ…？？？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…
https://www.youtube.com/watch?v=qu5RY94ldDc
We Three Kings (Piano/Cello) - ThePianoGuys
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月29日12:02
…家事をする気力が萎えたので、買い出しと銀行と外食に逝ってきます〜

https://www.youtube.com/watch?v=qu5RY94ldDc
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（10月31日）　【 フッ素入り歯磨き粉は毒物 】。関節がボロボロなったり不妊にな
るが、微弱な毒だからバレない。

http://85358.diarynote.jp/201510310029056077/

「食べて応援」絶不調／吐き気、下痢、頭痛、倦怠、脱力、め

まい、のど痛、リンパ腺の腫れ、食欲減退、口内炎、白髪増加／

アメリカではフッ素入りの歯磨き粉は毒物認定。

2015年10月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

neko-aiiさんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 10月27日 
「フッ素は死ぬまで与え続けろ！関節がボロボロなったり不妊になるが、微弱な毒だ

からバレない。」という世の中です。歯磨き粉の裏を読んでください。食べたら吐き

出せ！と書いています。アメリカではフッ素入りの歯磨き粉は毒物認定されています

。

（前々項、消しちゃったやつ。貼ってた曲は遡れるんだけどな…★）
（コピペしてた記事はもう再現できないか…★）

https://www.youtube.com/watch?v=dZWGH0ougJI
Emotional Dark Music - The Eternal Forest 

cmk2wl @cmk2wl · 15 分15 分前 
わかってるの？明日は我が身だよ？

崖っぷちに立たされているんだから。

いつ何が起きてもおかしくない状況にある。

neko-aii @neko_aii · 1 時間1 時間前 
ＪＣＯ臨界事故被曝の「健康実態の調査結果」

事故直後に吐き気、

http://85358.diarynote.jp/201510310029056077/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510310029056077/
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下痢、頭痛、全身倦怠、

脱力感、めまい、

のど痛、リンパ腺の腫れ、

黒色便、食欲減退、口内炎、

白髪増加等の症状

blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/293aeae83dc5ec866351f124c082e34b … 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
福島原発の２０キロ圏に数百〜千の遺体　”本当に死後の被曝かどうか怪しい”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9a64baf15d780babcde816b46072e560 …
亡くなった後に被曝などはありえない

呼吸をするわけでもないので、体内被曝しないからである

津波で町が壊滅した地域でもないのに

遺体が転がってるのはおかしい

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：2015/10/30(金) 10:18 ID:XXXXXXXX
kilik47
東電の利益が過去最高らしぃ。完全に元の生活に戻すか、賠償をちゃんとしてくれ

#許せん

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：10/30 12:07
glicom:大阪梅田
福重ユキヲさんが今日、突然倒れて脳幹出血が原因で他界されたそうです…
＞名無し：10/30 12:11
　この人のTwitter
　https://twitter.com/fukucgyukio 
　１０月２８日まで、普通にツイートしてる…

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2時間2時間前 
人間辞めたくなかったら、

汚染地域の会社は辞めろ

自滅して、未来のある子供殺してるのは

東北、関東首都圏のチェルノブイリ超えてる

高濃度放射能汚染地域で

違法経済活動続けて、全国に汚染ばら撒いてる、

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9a64baf15d780babcde816b46072e560
https://twitter.com/fukucgyukio


集団自殺する気のあなた自身だ！！！

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2時間2時間前 
負けて欲しくないですよ。

放射能汚染無視して、東京は安全だと

言ってる、基地害テロリスト政府の連中にね！

新幹線でも、高速バスでもいい。

名古屋まで、出れば、あなたはたすかる

こんな単純な事何年も騙されてるから

病気で多くが既に死んで行った。

芸能人も食べて応援してると死んでます

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2時間2時間前 
東京でも、脳が委縮し始めてますよ。

都内に住んでいた３０代の女性 MRI撮ってもらったら、
委縮していたそうです。 脳が委縮してまで、
東京に住み続ける理由が 何かあるんでしょうか？？ 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2時間2時間前 
東北、関東首都圏は既に、内部被曝地獄 　 
2011年12月16日: cmk2wl矢ケ崎克馬教授　　「このままでは内部被ばく地獄になる」

２ちゃん原発情報 2 @ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：2015/10/30(金) 15:17 ID:XXXXXXXX
モデルの梨花さんハワイ移住決意。

http://s.news.nifty.com/topics/detail/151029014440_1.htm …

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4 時間4 時間前 
復興庁◆避難者等の数 平成27年10月30日
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/20151030_hinansha.pdf …
震災による避難者などの数（10月8日現在）
避難者数：190541人
県外避難

　福島県：44094人
　宮城県：6650人
　岩手県：1494人
※県名を修正しました。

http://s.news.nifty.com/topics/detail/151029014440_1.htm
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/20151030_hinansha.pdf


amaちゃんださんがリツイート 
村山 英治　原発即時停止に一票 @hpappy · 14時間14時間前 
昨夜の２２時前、何かありましたか？ 

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
政府が定めた廃村基準「0.5μSv」よりも
低い線量の村でも3年後から子どもたちの発病が多発したため
「0.28μSv」の村も全員を移住させ廃村にした
福島ではその2〜20倍「0.5〜5μSv」
の場所で生活している子どもたちがいる

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11281124355.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
ソ連当局は、チェルノブイリ事故後五年目、新たに年間被曝量5ミリシーベルト超え、
空間線量が0.28μシーベルトを超える地域を強制移住させ、１２８ヶ村が廃村となった

http://seikatsuclub.coop/eco/20140924-1004tour.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
原爆症認定訴訟で原告17人が全員勝訴！→福島原発事故では広島の原爆の１００倍セ
シウムが出ている。

http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/228.html …
本当は6000倍

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
日本サッカー協会がブラジルWCで選手に強制した「福島食べて応援」 以来、日本選
手は、すべての大会で絶不調

http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/215.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
急激な視力低下に悩む人が増えている　これも内部被ばくが原因の可能性大 
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/223.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
〔米国セントルス郊外のウエストレーク放射性廃棄物投棄地に炎迫る！〕◆　地下火

災に次いで、野火＝地表火災も、６９メートル（７５ヤード）に至近に接近！　隣接

するゴミ埋立地でくすぶり続ける地下火災も、３００メートルの近距離に迫る!　

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11281124355.html
http://seikatsuclub.coop/eco/20140924-1004tour.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/228.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/215.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/223.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-07be.html#more


http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-07be.html#more …

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 22 時間22 時間前 
ロシアは年間1ミリシーベルトで
移住の権利がある

日本は、年間20ミリシーベルト
まで年間被曝量を引き上げた

どれだけ異常で、危険なことか

理解出来るだろ？・・？？？？？ 

AKIRAさんがリツイート 
tanaka kazushige @tanakakazushige · 10月29日 
甲状腺癌の増加に、政府もいよいよ押さえ切れなくなってきたようだ。

福島甲状腺がん多発を「過剰診断説」と定義する政府 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=308896&g=132108 …

https://www.youtube.com/watch?v=i3D2GWM2qQ0
Emotional Music - Farewell Symphony 

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
NHKが震災準備を言い出した
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10010286601000/k10010286601000.html …
私の経験では水害や震災の後にガラスの破片が散乱することへの対策が必要

枇杷島水害の後に自転車で現地に行ったら、たちまちパンクしてしまった

底の薄い靴は一発で怪我をする

登山靴に近いスニーカを常用しよう

https://www.youtube.com/watch?v=m4XGEzTOfdY
Emotional Music - Fallen Tears

https://www.youtube.com/watch?v=6gE1FCNFG40
Relaxing Music - Night Mist
 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308896&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=i3D2GWM2qQ0
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10010286601000/k10010286601000.html
https://www.youtube.com/watch?v=m4XGEzTOfdY
https://www.youtube.com/watch?v=6gE1FCNFG40


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月31日0:48
だいたい拾い直せたと思います…

道産こ缶ビール１本あけて、自炊ご飯たべました。

歯をみがいてきます…

おやすみなさい…（＾＾；）…
 

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


（続きます。）

 
 
 
 
 
 
 
 

復讐は、ビシソワズ。　（三年目）
 

http://p.booklog.jp/book/119239/read
 
 

に、続きます。
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奥付

復讐は、ビシソワズ。

（二年目）

http://p.booklog.jp/book/116517
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