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（ 霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

霧樹りすは

アルパカ狼さんの

夢を視るか？
 

（２０１５年１月）
 
 



（２０１５年１月）（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年１月）

（上旬）



（１月１日）　いよいよ、地球北半球放棄、宇宙脱出！のほうが…現実味を帯びてきま
したね…（－－；）…

http://85358.diarynote.jp/201501010535084578/

♪　革命を待ってる　♪

2015年1月1日 リステラス星圏史略　（創作）
　

明けましてまだご無事でしょうか。

今年も一年、皆さんの被曝サバイバルをお祈り申し上げてります。

てなことでこれから初日の出を見にいく「ついでに」

正月元旦１月１日の朝っぱらから早番バイトもやってきますので…

気合を入れて朝５時に起きだしたのは、この曲。

https://www.youtube.com/watch?v=LV6-KuwdHWI
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00NTQ1K42/

いえ、昨日コレ貼ってから出かけようと思ってたんですけど、まぁ細かいことは気にせずに…

（だってうかつに情報チェックすると、

「めでたくないコト」ばっかりぞろぞろ出てくるんで…（－－；）

大晦日ぐらい、悪いニュースを見ないで過ごしたって、バチはあたらないと思う…☆

てなことで。

革命というより、北海道独立！のほうが、マトモだと思うんですが…

ウクライナも事故ったし。（－－＃）

いよいよ、地球北半球放棄、宇宙脱出！のほうが…

現実味を帯びてきましたね…（－－；）…

http://85358.diarynote.jp/201501010535084578/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/items/music-jp/B00NTQ1K42/
https://www.youtube.com/watch?v=LV6-KuwdHWI


https://www.youtube.com/watch?v=AAvSO5uN4fs

https://www.youtube.com/watch?v=AAvSO5uN4fs


（１月１日）　…そういえば、「バグダッシュ大佐」＠mixiは、元気かなぁ…

http://85358.diarynote.jp/201501010612492222/

1月1日の日記
2015年1月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
（承前）曲：https://www.youtube.com/watch?v=_hVaRiOPZLE

宇宙天気ニュース@swnews 
[記事] 太陽風の速度は少し下がりましたが、高速風が続いています。 
http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース@swnews 
[記事] 太陽風は700km/秒近い高速風になっています。磁気圏の活動も活発です。 
http://swnews.jp #swnews

 

地震マップ@eq_map 
【M2.5】東京都 深さ93.6km 2015/01/01 04:01:38
(G)http://j.mp/1BmrDnL (Y)http://j.mp/1xzms3j

地震マップ@eq_map 
【M2.6】千葉県北部 深さ70.8km 2015/01/01 02:34:47
(G)http://j.mp/1AibC4e (Y)http://j.mp/1tlTQ9X

地震マップ＠eq_map 
【M4.4】東京都 深さ94.4km 2014/12/31 23:49:46
(G)http://j.mp/1tkNaJ8 (Y)http://j.mp/1vFY4dk (アニメ)http://j.mp/1x3UoXm

https://www.youtube.com/watch?v=194R3zrH_IQ

http://85358.diarynote.jp/201501010612492222/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=_hVaRiOPZLE
http://swnews.jp/
http://swnews.jp/
http://j.mp/1BmrDnL
http://j.mp/1xzms3j
http://j.mp/1AibC4e
http://j.mp/1tlTQ9X
http://j.mp/1tkNaJ8
http://j.mp/1vFY4dk
http://j.mp/1x3UoXm
https://www.youtube.com/watch?v=194R3zrH_IQ


…そういえば、「バグダッシュ大佐」＠mixiは、元気かなぁ…
…（＾へ＾；）…（震源の真上…？）

「最後の曲です。」

https://www.youtube.com/watch?v=cvFNEGD2-fY

TOHRU HIRANO@TOHRU_HIRANO 
大晦日、お楽しみの所、恐縮ですが「鳥インフルエンザ」

九州と山口で、数万羽単位を速攻で殺処分してるけど、あれは非常に感染力が高いか

らで海外では人間にも感染してます。ウイルスは「変異する」幼いお子さんなどは念

のため注意した方が良いですよ。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/ …

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9 時間 9 時間前 
今日、NHKが、こっそり報道してたけど
「アメリカで古い原発を停止した」という報道。　爆発した「福島原発１号機」と同

タイプの原発。地元から「福島であれだけの事故が起こったんだから停止にしろ！」

って言われたのと、火力発電の発電コストが下がり、採算が合わないんだってさ。当

たり前だよね

 

cmk2wl@cmk2wl 
北海道、新潟、石川県の一部地域で普段の 3倍を超えている。
http://ma-04x.net/all.html 
https://twitter.com/cmk2wl/status/550350982777810944/photo/1

cmk2wl@cmk2wl 
31日 20:43分
こんな広範囲の一斉上昇は初めてかも。

http://www.pic.twitter.com/vG7puahgkg

cmk2wl@cmk2wl 

https://www.youtube.com/watch?v=cvFNEGD2-fY
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/
http://ma-04x.net/all.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/550350982777810944/photo/1
http://www.pic.twitter.com/vG7puahgkg


人間の、本当の能力は偏差値だとか受験とか競争で発揮するものじゃない。

このような危機にあって、何をためらう？

「 そうあらねばならない時は秀でよ。 」アフリカの詩人

https://www.youtube.com/watch?v=WUL2tXHDxM0
 
 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日18:30

超〜「後付け」設定ですが…（＾＾；）…

「バグダッシュ大佐」＠mixi ⇒ 「アルマンディン兄様」仮説ｗ
 

https://www.youtube.com/watch?v=WUL2tXHDxM0
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（１月２日）　「アルパカ狼さん」初登場〜？☆

http://85358.diarynote.jp/201501021228069320/

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

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

昨日から風邪声だったからなぁ…┐(’〜`；)┌

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

液Ａ型キャラなので…(^_^;)

いてくれないと暇な時にネタが拾えなくて淋しい(^_^;)

でも今日も守護天使ちゃんが隣でラッキ〜(≧ω≦)b
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月2日15:11
…暇ラヤ杉…ヽ（・＿・；）ノ

座ったまま即身成仏できそう…
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月7日12:48

http://85358.diarynote.jp/201501021228069320/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201501021228069320/
http://85358.diarynote.jp/
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マダム・ポンフリーは「水飲み被曝」らしい。（－－；）

…まさに「不養生」…東電「事故」責任…（－－＃）…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月30日15:46
　　↑

「アルパカ狼さん」初登場〜？☆

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


（１月４日）　それでも、今日も明日も、モノガタリのタネを蒔こうね…☆

http://85358.diarynote.jp/201501040851208330/

それでも、今日も明日も、モノガタリのタネを

蒔こうね…☆
2015年1月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
 
 
おはようございます。

０８：４０です。

あれ？７時半には起きたのに…（＾＾；）…

家事やってたら、時間が押しちゃいました…

今日から時間帯的にはレギュラー出勤？の遅番。

お天気は上々。札幌の外気温マイナス５℃…

…歩くぞ〜っ♪　（＾ｗ＾）ｇ

てことで時間まで前項の『画のない絵コンテ』切ってきますわ…☆

いま聴いてる曲。

https://www.youtube.com/watch?v=iLOV9OzfGqk&index=3&list=RDgEqfYauWrV8

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M4.1】BURYATIYA, RUSSIA 10.0km 2015/01/03 18:57:36JST, 2015/01/03
09:57:36UTC
(G)http://j.mp/1xpPJie (USGS)http://j.mp/1xpPKCP 

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 

http://85358.diarynote.jp/201501040851208330/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501040851208330/
https://www.youtube.com/watch?v=iLOV9OzfGqk&index=3&list=RDgEqfYauWrV8
http://j.mp/1xpPJie
http://j.mp/1xpPKCP


【M4.9】TAJIKISTAN 127.0km 2015/01/03 21:46:34JST, 2015/01/03 12:46:34UTC
(G)http://j.mp/1vWiAXf (USGS)http://j.mp/1vWiAXj 

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M4.8】BURYATIYA, RUSSIA 10.0km 2015/01/03 21:29:43JST, 2015/01/03
12:29:43UTC
(G)http://j.mp/1Ho9n1e (USGS)http://j.mp/1xpNZp7

 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
人類史上最悪な原発事故と言われた「チェルノブイリ原発事故」は、４号機だけの

事故。25年たった今も深刻な状態。福島原発は１号機〜４号機が爆発事故
動画「チェルノブイリ原発。 事故から25年」
http://www.dailymotion.com/video/xiicws_yyyyyyyyy-yyyy25yy_news … 

T. HIRANO@TOHRU_HIRANO 
あら？こういう結果なの？

なら、九州の原発は自己責任で再稼働した方が良い。九州沖の地震と火山活動が活発

だけど。チャレンジャーだね

「九州：玄海原発の再稼働に賛成と答えた割合は半数超え」

http://www.saga-s.co.jp/senkyo/governor/30301/141416 …

 

cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen 
· 1月2日 
南仏トリカスタン原発で大晦日の夜、爆音と共に白煙のあがるのが確認された。再稼

動に際して水蒸気排出用のバルブが開いてしまい、現在修理中との説明。

http://www.ledauphine.com/vaucluse/2014/12/31/tricastin-une-importante-fumee-
blanche-s-echappe-de-la-centrale …

    
 

コメント

http://j.mp/1vWiAXf
http://j.mp/1vWiAXj
http://j.mp/1Ho9n1e
http://j.mp/1xpNZp7
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日8:52
０４９

４９４１．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日15:12
桜島が噴火中。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日15:49
南北アメリカ大陸が変に揺れてて異常。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月4日22:17
札幌でも、何も考えずに先週の水道水（つまり高線量の雪が溶けたやつ！）を飲んでた人は、

急性の内臓障害（肝炎腎炎膀胱炎心筋梗塞）で救急病院に担ぎ込まれる人や、

免疫おちてヒヨリミ感染風邪を発症するヒト、多数発生中。

(∋_∈)

元気で健康で長生き可能なのはこっそりヌケガケで「脱被曝」している、私ら隠れ脱原発派」だ

けさ〜…☆

┐(’〜`；)┌

（つまり健康状態イコール汚染をいかに避けてるか、だから…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月5日6:10
またルーマニアと、

今度はなんとウラル山脈で地震…(‾○‾;)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（１月５日）　ぜんぶ、いつかネタにしてやる…物語の肥やしッ！

http://85358.diarynote.jp/201501050838274138/

「自由が欲しくてフリーター」…（－－；）…
2015年1月5日 就職・転職
 
 
おはようございます。０８：１９です。

新年１月１日から怒涛の５連勤の５日目。

目つきはこんなです。（〜〜＃）

「原稿書く時間を確保するため」に選んだ、「自由な」フリーター人生だったはずなんですが…

誰だ、バブル崩壊させた挙句に、「変動シフト」なんていう「現代の奴隷制」を考えついたや

つは…
　（＝＝＃）

てなことで、「今日が新年しごと始め♪」とかいう

優雅な？皆さんに贈るこの一曲ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=r826b0-233o
わははは☆　菊水丸が若いｗｗｗ

「続きは」悠宙舞で〜…☆
https://www.youtube.com/watch?v=wvkY188F4aE

札幌の外気温はマイナス４℃。

もちろん、時間まで原稿」したあと、徒歩通勤ですわ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE

ぜんぶ、いつかネタにしてやる…物語の肥やしッ！

http://85358.diarynote.jp/201501050838274138/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://www.youtube.com/watch?v=r826b0-233o
https://www.youtube.com/watch?v=wvkY188F4aE
https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE


地震マップ @eq_map 
· 57分 57分前 
【最大震度1】(気象庁発表) 択捉島付近 深さ約140km M4.9 5日07時26分頃発生 
(G)http://j.mp/1Bnd0Ta 
(気象庁)http://j.mp/1AcmwcM 

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M2.5】津軽海峡 深さ125.9km 2015/01/05 07:17:41 
http://j.mp/17bCacB 

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ57.5km 2015/01/05 06:47:47 
http://j.mp/1DlKDo5 

地震マップ@eq_map 
【M3.1】日高山脈 深さ74.1km 2015/01/05 04:59:17
(G)http://j.mp/1vOfd3A 
(Y)http://j.mp/1BmLPbb 
(アニメ)http://j.mp/14nlEVN

地震マップ@eq_map 
【M2.5】国後島近海 深さ101.4km 2015/01/04 21:09:07 
http://j.mp/1AagKZc

なぜか悠宙舞さんが「関連動画」で推薦してくれたｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=k0Qo5LOJFG0

まぁとりあえず今月は「転職活動する時間すらもない」

「超拘束バイト漬け」なんですけどね…（－－＃）…

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
911の言いがかりで、アメリカはアルカイーダをいつのまにかイラクにすり替えて侵攻
した。

http://j.mp/1Bnd0Ta
http://j.mp/1AcmwcM
http://j.mp/17bCacB
http://j.mp/1DlKDo5
http://j.mp/1vOfd3A
http://j.mp/1BmLPbb
http://j.mp/14nlEVN
http://j.mp/1AagKZc
https://www.youtube.com/watch?v=k0Qo5LOJFG0


去年7月のマレーシア航空17便の撃墜では、親ロシア派のテロだとしてロシアへの厳し
い経済制裁を EUや日本と共同で加えている。
似た部分はある。

オランダの事故調査が正しく行われますように。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
不気味な話がある。

14年3月 マレーシア航空370便、消息不明。
そして

14年7月 マレーシア航空17便、ウクライナで墜落（原因は調査中）
この B777が同一のものだったという話…。荒唐無稽と言えるだろうか。
911の時にペンダゴンに突入したのは目撃証言から無人偵察機。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
明日あたりから社会は平常運転だよね。でも、新年になったからといって何も変わっ

てない。福島原発の状態も福島県民の困苦も、他の原発も保管されている燃料棒も、

おまけに汚染瓦礫の焼却や汚染食材の流通も。環境汚染も消費税も。

この国は何も変わらない。新年だからなんだというのか。

https://www.youtube.com/watch?v=or7NrWymXLo&list=PLz8vV_veqVQWSxh-
J8A000y8vFEyWYSoa

さて。原稿書いて…はたら苦！
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=or7NrWymXLo&list=PLz8vV_veqVQWSxh-J8A000y8vFEyWYSoa
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150105/85358_201501050838274138_1.jpg
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（１月７日）　goodbye earth.

http://85358.diarynote.jp/201501071001456669/

goodbye earth.
2015年1月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
https://www.youtube.com/watch?v=G9VCRthmif0&list=PLOsAZo6DqdPRUGrqhixxtt5D5-
De0icY0&index=8

さて。年末年始恒例？

「過去を振り返って」みますか…？
http://85358.diarynote.jp/?day=20150101
http://85358.diarynote.jp/?day=20140101
http://85358.diarynote.jp/?day=20130101
http://85358.diarynote.jp/?day=20120101

http://85358.diarynote.jp/?day=20110101
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ついで☆
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http://85358.diarynote.jp/?day=20080107
http://85358.diarynote.jp/?day=20070107

http://85358.diarynote.jp/?day=20070107
http://76519.diarynote.jp/?day=20060107

https://www.youtube.com/watch?v=NYPgOcUMIsA&list=PLOsAZo6DqdPRUGrqhixxtt5D5-
De0icY0&index=10
 
 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501071920234910/

ＧＯＧＯ！ｗｗｗ

2015年1月7日 リステラス星圏史略　（創作）
https://www.youtube.com/watch?v=itmLxjMQdHE&list=RDLtoCMprAFsE&index=9
余談にとびますが、この「社長」の顔と工房は、

かってに「ひろと変輩」モデルにもらう…ｗｗｗ
http://76519.diarynote.jp/200611160021200000/
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脱線ｃｍ発見…なんだこりゃｗｗｗ
http://www.hd.jx-group.co.jp/ad4/index.html
 

http://www.hd.jx-group.co.jp/ad4/index.html


（１月８日）　世界の破滅を心配しつつ、自分だけ安全圏内。

http://85358.diarynote.jp/201501072134085494/

うま岩カレー♪

2015年1月7日 グルメ コメント (4)
　

書くの忘れてた。

これのコメント欄ね。

http://85358.diarynote.jp/201501061140015389/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月6日13:36

「ひとりおせち」の代わりに、新しく見つけたカレー屋さんのステキな野菜カレーを

食べました！(*^_^*)

ルウの辛味と深みがいい案配。野菜も揚げ加減が絶妙で、さらに十六穀米の炊き具合

が最高に美味しすぎるうえに、

店主が私好みの美声のイイ男♪だったので、

写真撮るの忘れた┐(^。^;)┌

この店。http://spice-beach.jp/shop/433/

どうも「潰れて移転」？したらしく、すぐ並びのスープカレーのお店？も消えてたし…夜は【焼
き鳥の飲みや】さんをやってるので今まで入ったことなかったんですが…（＾＾；）

夜もふつうに（頼めば）カレーも食べられるそうです…

美味しかったよ♪

（「グルメ」の項目って…もしかして、書くの初めて？？）

http://85358.diarynote.jp/201501072134085494/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201501072134085494/
http://85358.diarynote.jp/201501061140015389/
http://spice-beach.jp/shop/433/


　ｗ（＾◇＾；）ｗ

（クォリティと量を考えたら、

　とてもリーズナブルなお値段だけど、

　いわゆる「安くて美味い」の店ではない☆）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月7日22:07
吹雪で北海道の交通機関はあちこち止まっているようです。

(^_^;)

休みで良かった！(‾ー+‾)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月7日23:10
札幌の１月７日の２３時９分の外気温がプラマイ０℃で吹雪が雨に変わり積雪も氷も溶けてる異

常気象。

あきらかに地球がおかしい。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日2:32
マンガ読み中。

外は嵐の音。

世界の破滅を心配しつつ、

自分だけ安全圏内。

…小学生の時から、やってることが、まったく変わってないなぁ…

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


(・ω・;)(;・ω・)

（孫がいてもイイ歳なのに！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日4:10
磁気嵐

オーロラ

阿蘇山

桜島

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


（１月８日）　悩んでしまった辺りがすでに被曝性認知というか短期記憶障害だな。
(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201501081918261910/

悩むまでもない。(-.-;)
2015年1月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（前項コメント欄つづき）

悩んでしまった辺りがすでに被曝性認知というか短期記憶障害だな。(∋_∈)

きのう

http://85358.diarynote.jp/201501071903427012/
一昨日の

http://85358.diarynote.jp/201501070909548212/

線量雨の異常を考えれば、

被曝量の減った今日になって脱力感が来るのは当然。

むしろホメオスタシスとして健全。(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201501081918261910/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501081918261910/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150108/85358_201501081918261910_1.jpg
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さて。（＾＾）

秀逸な拾い物をしたところで、脱被曝・長生き万歳！で、たっぷり寝ますよ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=7N5Zm13oOLc

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月8日20:59
それにつけてもいったい１日で何回【緊急地震速報】が鳴ってんだ、この死魔苦煮は…(-"-;)

https://www.youtube.com/watch?v=7N5Zm13oOLc
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（１月９日）　キャラたちが勝手に増殖し、どんどん勝手に動いて、どんどん世界を
広げ、細部を鮮やかに掘り起こしてくれちゃいます…

http://85358.diarynote.jp/201501090812363271/

りす＠現実逃避？らんにん。

2015年1月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
おはようございます。

０８：０２です。

札幌はプラス１℃で吹雪というビミョウに嫌な気象条件。

歩けないこともないですが、歩きたくなるわけでもないので、すなおにバス通勤決定。浮いた１

時間は原稿書く。ということで…

（＾＾；）

手前みそ？ですが、この、たまたま「偶然」生まれた『物語』は、

http://85358.diarynote.jp/201501031224012439/

どうやら「ホンモノ」です…（＾＾；）

キャラたちが勝手に増殖し、どんどん勝手に動いて、どんどん世界を広げ、細部を鮮やかに掘り

起こしてくれちゃいます…

＜（〜〜；）＞

こうなると、私は万能にして全知全能たる「作者」ではなく、キャラどもの独断専行に振り回さ

れる、ただの「自動書記官」というか、「モノガタリの奴隷」状態に…

　（－－＃）

返せ、私の人権！…と、叫びつつ、バイト中番の出勤準備時刻まで、

【大幅改稿】に着手してきますわ…
http://85358.diarynote.jp/201501072010476103/

http://85358.diarynote.jp/201501090812363271/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501090812363271/
http://85358.diarynote.jp/201501031224012439/
http://85358.diarynote.jp/201501072010476103/


　（ーー；）

（まさかここにきて「主人公のカタワレ」の、名前まで変わろうとは…！！）

今朝の音楽。（検索副産物）

https://www.youtube.com/watch?v=rF-BjsnydYg&index=5&list=RDH3g0d6Cgqyg

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
9日3時42分
震源地：北海道 根室地方（北緯43.5度、東経145.1度）
（マグニチュード5.4：震度4）大きな地震。　深さが約120kmと深いので、2分後には
関東付近まで揺れが伝わる：

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150109034700395-090342.html … 
http://www.pic.twitter.com/FjVw7T4s1l

T. HIRANO@TOHRU_HIRANO 
北海道は、3時42分（根室：深さ120km　マグニチュード5.4：震度4）の深発地震の
前（1時53分：千歳：深さ146km：マグニチュード3.2）と（5時21分：帯広：深
さ115km：マグニチュード3.0）と深い震源の地震が続いてます 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/553309667950997504/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=vHaZ10brOWM
発掘品。
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月10日8:05
〜０４９５４００、

＞０４９５４７０．
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（１月９日）　今朝の夢見はとても良かった。チチカカ湖？みたいな天空の太湖で、淡
水イルカみたいなのと一緒に泳いで遊んだ。o(^-^)o

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

続:「音楽倉庫」♪
2015年1月9日 音楽 コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?v=p5mmFPyDK_8&list=PLA801FF4DB8F42470&index=7

やぁ、いいのを見つけた♪

　（＾ｗ＾）ｇ

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月9日8:58
（でも「武装革命」は、反対☆）

http://85358.diarynote.jp/201501090858019156/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
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　（＾＾；）

（バイトに逝ってきま〜す…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月9日15:49
眠い。地震が多過ぎる。(∋_∈)

でも今朝の夢見はとても良かったんだった。チチカカ湖？みたいな天空の太湖で、淡水イルカみ

たいなのと一緒に泳いで遊んだ。o(^-^)o
何かの研究チームの同行取材のキャスターみたいな感じ？

…正夢にならんかな…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月9日16:02
「逃げろ」

「避難させるべきですよね」

「ワクチン ウィルス」
「秘密」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月9日16:20
「石川県 原発 テロ」

事実はパロディＦＴより

奇想天外魔境…(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２０１５年１月）（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年１月）

（中旬）
 



（１月11日）　書いてる（妄想が暴走してる）本人（だけ）は楽しいんです。

http://85358.diarynote.jp/201501110823038971/

「知らん権利と、ほっとく義務」。

2015年1月11日 読書 コメント (2)
　

おはようございます。

０８：１６になっちゃいました。

バイトは遅番。バス通勤の予定。

（ちゃんと帰りは毎日、徒歩で「貯りす筋魚」してます☆）

視力と運動神経は鈍いですが、

体を動かすこと自体は本質的に大好きなので、

けさの音楽はこのへん。

https://www.youtube.com/watch?v=5HiO4qv8Zro

タイトルは右の本から。＞

何故これを貼ったかというと、

http://85358.diarynote.jp/201501072010476103
が、さらに「改稿」になっちゃったから。

精神的に「哲学思想体系のバランスをとる」ためで…ｗ

ｗ（＾＾；）ｗ

書いてる（妄想が暴走してる）本人（だけ）は楽しいんです。

「ほっといて」下さい…☆

https://www.youtube.com/watch?v=lbDzB2iFYuE
 
 
       
 

http://85358.diarynote.jp/201501110823038971/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
http://85358.diarynote.jp/201501110823038971/
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日9:38
北海道の線量急上昇。(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月12日10:02
cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前
 
世界中のメディアが、６つの大資本に支配されている。

何を放送するか、

どの映像にするか、

どう感じさせるか、

方向性はどうするか、全て計算づくで放送される。

 

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


（１月11日）　無駄に被曝して肺が痛い。右耳下リンパ腺の腫れ感と鼻血が出そうな
内分泌撹乱感とめまいと悪寒。

http://85358.diarynote.jp/201501111021385796/

北海道の放射線量、急上昇。

2015年1月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
 
先ほどロシアで地震があったので、そっちの原発事故かもしれません。

札幌の空気も酷い放射性の金属味。被曝過敏症の私はすでに吐き気と咳き込みが酷いです。

各自、出来る限りの自衛と情報収集を。

合言葉は脱出移住サバイバル！

「被曝避難てんでんこ！」

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日10:31
いきなり吹雪再発。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日15:02
空気ゲキまず。(∋_∈)

ストロンチウム含有の汚染水蒸気特有の冷感あり。気温は高いのに「今日は寒い」と震えている

道産子。

http://85358.diarynote.jp/201501111021385796/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501111021385796/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


吸気被曝の刺激感で咳き込む人多数。

私は右耳下リンパ腺の腫れ感と鼻血が出そうな内分泌撹乱感とめまいと悪寒。

「風邪のひきはじめに似た」典型的な「低線量被曝の初期症状」があります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日15:15
眼球粘膜も痛い。(ToT)
「小規模フレア Ｘ線強度」

…ダブル攻撃…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日21:04
無駄に被曝して肺が痛いし、まだ歩きたくなる空気のコンディションでもないので、駅地下

でちょっと高めの半額弁当と貢ぎ物の道産菓子とフェアトレードカフェを仕入れて、またバスで

帰るなう。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日21:12
ないす判断。また降りだした。

(∋_∈)

島根も線量急上昇。

近畿の線量グラフが変なことになってる。

東南海地震の予震も。
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（１月11日）　荻原浩の小説みたいね♪

http://85358.diarynote.jp/201501112315572505/

ビバ！滋賀！佐賀県民！(^O^)！
2015年1月11日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (2)
祝！

県知事選挙勝利！(^O^)！
＼(^_^ ) ( ^_^)／

えらいッ！(^o^)！

よく踏ん張ったッ♪(≧ω≦)b

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月11日23:21
前歴が過疎対策室長ってあたりが、荻原浩の小説みたいね♪

(‾ー+‾)ｇ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月12日5:45

(^_^;)なぜかまだ寝てない。
(^_^;)

これから２時間、

とにかく寝ます。

http://85358.diarynote.jp/201501112315572505/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
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バイトは遅番。σ(^◇^;)



（１月12日）　変にハイです。寝不足で心臓が変です…。

http://85358.diarynote.jp/201501120959156511/

りすの翼。蛇に足。

2015年1月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

おそようございます。

変なタイトルですね。（＾＾；）

 
昨日のコレ

http://85358.diarynote.jp/201501110823038971/
に、この曲を（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=64dKu8NIAqk
貼っときゃよかったとか後から思いついてのタイトルでございます…

午前１時半頃に漫画を２冊読み終わって、その時点ですら就眠予定時刻は大幅超過していたのに

、何故かそのあと、買ったまま気になっていた長編小説の最終本を読み始めてしまい…
寝たのが前項コメント欄の時刻で、現在、

０９：４９．（＾＾；）

１０：５５のバスでバイトの遅番に生きます！
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本当ですってば…っ！！

（本は面白かったので変にハイです。でも、寝不足で心臓が変です…。）
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=Js-kiPPTRgU

札幌はプラス気温。１月１２日に積雪１ｍほどがぽたぽた溶けていく道…

歩けないコンディションで、逆に良かったような…

とにかく。ナニもカモが、変ですね…
（－－；）

 

https://www.youtube.com/watch?v=Js-kiPPTRgU


（１月13日）　"陰謀論”という用語を発明したCIA。怪しい事件に疑問を発する者
は即、"陰謀論者”と片付ける。

http://85358.diarynote.jp/201501131117479318/

1月13日の日記…りす頭は踊り続ける…♪
2015年1月13日 音楽 コメント (1)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月13日11:29
cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen · 1月3日 
「"陰謀論”という用語自体を発明したのがCIAだということを最近知った。かつて、ケネディ大統
領暗殺を巡る様々な憶測をいかにして黙らせるかを考えた末、怪しい事件に対して少しでも疑問

を発する者は即、"陰謀論者”と片付けられるようになった」（独元政治家アンドレアス・フォン
・ビューロー）

cmk2wlさんがりツイート 
Cäsi @Entelchen · 1月8日 
パリ、シャルリー・エブド社襲撃事件の犯人三名が特定されたのはいいけど・・・。逃走中に放

棄した車内に身分証明書を置き忘れたって・・・？？？ (-"-) 　(ルモンド紙、ルポワン紙による
報道）

cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen · 1月8日 
重武装してテロを起こしに行く時、身分証名書、しかも本物を携帯する？？？
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おソようございます。

１１：０５になっちゃいました。

前項つながりで現在の音楽はコレ。

https://www.youtube.com/watch?v=pw6pZ3kHnfw&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=65

まぁ私自身は、「リス頭となるも猫尾になるな」な性格ですけどね…ｗ

いかにも「私好み」の曲（詞）といえば、こっち…
https://www.youtube.com/watch?v=Z6WklcCo5pw&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=66

さて。貴重な一日だけのお休み！

布団干して（ストーブ前に）

宅急便箱詰めして、

いざや源泉かけ流し〜…♪

（芸がなくてすいません☆）

https://www.youtube.com/watch?v=IlfPziKKovs&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=69
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
2015年01月13日9時15分　阿蘇山。
いつもより噴煙の量が多い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/554797904133509120/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
何度でも言いたいこと。あべに言いたいこと

沖縄の自然を壊すなよ。　日本の国土であれだけ、美しい自然の残ってる海を基地の

為に埋め立てるな。バカもの。

これ、その唄だろ。

→（https://www.youtube.com/watch?v=hiK0oehes2c …）

（画像注意／土性骨の無いかたは観ませんように。）

cmk2wlさんがリツイート 
microcarpa @microcarpa1 
· 18 時間 18 時間前 
Nigeria hit by one of ‘most deadly’ terror attacks ナイジェリア、水曜のテロで約2千人が
犠牲に

http://www.msnbc.com/melissa-harris-perry/watch/nigerians-hit-by-brutal-terror-attack-
382766659522 … via @Iam_NewYorkMADE 
https://twitter.com/Iam_NewYorkMADE/status/554429842167713795/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
やばいな。やる気満々じゃないの。

１００万人に達したとされるパリでの行進は約３キロにわたった。

「団結こそ力だ。国民よ立ち上がれ」とオランド大統領は、各国首脳らに参加を呼び

かけた。

cmk2wl @cmk2wl 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/554797904133509120/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=hiK0oehes2c
http://www.msnbc.com/melissa-harris-perry/watch/nigerians-hit-by-brutal-terror-attack-382766659522
https://twitter.com/Iam_NewYorkMADE/status/554429842167713795/photo/1


· 11時間 11時間前 
独メルケル、英キャメロンの両首相らが腕を組んで行進。イスラエルのネタニヤフ

首相、パレスチナ自治政府のアッバス議長。ウクライナのポロシェンコ大統領らも含

め５６の国・地域・国際機関の代表らが名を連ねたと。

https://www.youtube.com/watch?v=U4YV8iqf7fo&index=70&list=PL2F86081EE7A8A5E8

平和のためには、むしろあえて、

「立たない自由を行使します」することが望ましい…。（ばあいもある）。
  

https://www.youtube.com/watch?v=U4YV8iqf7fo&index=70&list=PL2F86081EE7A8A5E8


（１月13日）　劣化ウランやトマホークを打ち込まれる謂れのある人たちなんてい
ない。

http://85358.diarynote.jp/201501131135505104/

「ミュラー」かく語りき／劣化ウランやトマホークを打ち込まれ

る謂れのある人たちなんていない／この銃撃の動画が次々に消さ

れています。今のうちに是非見ておいてください。

2015年1月13日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
 
（前項コメント欄も参照）

cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen · 1月8日 
「殺人が起こった。犠牲者はイスラム教を風刺するジャーナリスト達だ。それだけで

殺人の目的は彼らのイスラム風刺のせいだと皆断言している。だが私は事件の背景に

ある動機について疑惑を拭いきれずにいる。」

（ドイツの元首相府アドバイザー、ジャーナリスト、アルブレヒト・ミュラー）

cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen · 1月8日 
一月六日フランスのカトゥノン原発で火災。4号基電気系統の過熱から出火したと見ら
れる。ただちに鎮火された。カトゥノン原発は12月30日にも冷却装置の故障で一号基
が一時停止されたばかり。

http://www.sr-
online.de/sronline/nachrichten/politik_wirtschaft/cattenom_feuer_bauteile100.html …

cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen · 1月11日 
元レーガン政権の財務次官補ポール・クレイグ・ローバツが、シャルリ・エブド襲撃

事件をフランスのワシントン政府への従属を確認するためのファルス・フラッグと

語る。また、イスラム風刺画は英語圏ではヘイトスピーチと断罪されていたはず。

http://www.paulcraigroberts.org/2015/01/08/charlie-hebdo-tsarnaevs-trial-qui-bono/ …

cmk2wl @cmk2wl · 12時間 12時間前 
この動画も。

http://85358.diarynote.jp/201501131135505104/
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Osama Bin Laden Killed By Adobe Photoshop
https://www.youtube.com/watch?v=n5p-Qi1t2Ic …

cmk2wl @cmk2wl · 13時間 13時間前 
Ahmed Merabet （アハメド・メラベ）
よく覚えておきましょう。

なぜなら、次の偽旗作戦で元気よく活躍してる姿が見えるかもしれないから。

https://twitter.com/cmk2wl/status/554630775904014338/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
この警官は Ahmed Merabet （アハメド・メラベ）というのか。
>「私はアハメド」の名で事件を批判する動きも出ている。wikiより
https://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/watch%3Fv%3D2xuA-mLBuSU
… この銃撃の動画が次々に消されています。
今のうちに是非見ておいてください。

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
昔、イスラムの多い国を旅したとき、タクシーとか商店とか「コノヤロウ様ぁ！」と

言いたいほどの小悪党がいた。でもその人も、他のどの人も、本当はいい人達だった

。何が言いたいかというと、人間の営みなんてどの国も同じ。劣化ウランやトマホー

クを打ち込まれる謂れのある人たちなんていない。

https://www.youtube.com/watch?v=99ZT2e5OTsM&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=71
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501131405242909/

源泉へ向かう道。

2015年1月13日 旅行 コメント (2)
こう切り取ると

秘湯気分満載ですが、

札幌通勤圏駅歩５分ですｗ

       

https://www.youtube.com/watch?v=n5p-Qi1t2Ic
https://twitter.com/cmk2wl/status/554630775904014338/photo/1
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月13日17:52

米軍のＳＮＳを陥とした！とか言う稀代のタラシ君には

座布団イチマイ謹呈するｗ

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月13日20:36
「中規模フレアが連続」

「太陽風磁場」

http://85358.diarynote.jp/
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（１月⒕日）　…「脱魂」して（幽体離脱系ボランティア）しに地獄だか霊界だかへ行
って還って来たという自覚（覚醒時の夢）はありましたが…　脳がどっか切れた気が
する。軽い脳梗塞でもやらかしたかな…(・_・;

http://85358.diarynote.jp/201501140832137192/

フランスのアレは「脱原発」全国行動に向かうはずだった市民エ

ネルギーをよそにそらせてるための「新たな目先の共通の敵」

をデッチあげた、原発推進・軍事産業のヤラセ（自作自演）な

んじゃないかな。

2015年1月14日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (6)
 
 
おはようございます。

ＰＣ起こしたのは０７：５７でした。

札幌は快晴。朝日がまぶしい。

気温マイナス４℃。

線量低め。

なんの問題もなく幸福感を噛みしめて良さそうなものなのに、襲い掛かる強烈な「違和感」。

　（＝＝；）

開き直って？目覚まし音楽はこんな勢い。

https://www.youtube.com/watch?v=xr4zec7NQI0

いま気が付きましたが、キーボードを打ち込む指がもつれます。

…「脱魂」して（幽体離脱系ボランティア）しに地獄だか霊界だかへ行って還って来たという自
覚（覚醒時の夢）はありましたが…

脳、接続がどっか、切れたかな…（－－；）

とにかく全地球的にＭ４Ｍ５級の地震が大連発です。

　（００；）

http://85358.diarynote.jp/201501140832137192/
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札幌だけ平和なのかしらん。

私が恒例の「もう騒ぎ疲れた。大地震なんて本当はもう来ないのかもしれない」と諦念モード

に入ってしまっているので…ｗ（－－；）ｗ…

たぶん本当に来るのはこれからです。たぶん。

（－－；）

ところでこの音楽はなかなかｗ

https://www.youtube.com/watch?v=cxF494XR__A&list=RDcxF494XR__A#t=1

日本じゃあまり知られていないと思うけど、

ポルカって本来、南西欧（地中海沿岸）の「民族音楽」なんだよね…

（あたま悪そうな人たちだけどｗ）

さて、いまの「気分」の曲は、実はこれ…
https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns&list=RD4gLEzKPEwvo&index=19
（－－；）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日8:41
なにしろフランスときたら中世の昔より、

「魔女（異端）狩り」と

「火あぶり」（快楽集団殺人）が、大好きなお国柄…

ギロチンと「貴族狩り」の国でもあるよなぁ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日8:50
cmk2wl @cmk2wl 

https://www.youtube.com/watch?v=cxF494XR__A&list=RDcxF494XR__A#t=1
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· 8 時間 8 時間前 
戦争はとにかくカネになる。もちろん一部の戦争屋の…。
非常事態にかこつけて不都合な事実は隠蔽できるし、どさくさまぎれにいろんな事ができてし

まう。偽旗作戦と見破ったなら、若い人達は必死で反対してほしい。反対しなければ戦場に送ら

れる。反対しなければ具現化してしまう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日8:51

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11 時間 11 時間前 
日本は地震大国であり火山大国

（日本の活火山分布）こんな国土に原発を５４基も造った訳

元 原発開発者の佐藤氏
「噴火の影響も想定していたが、当分、大噴火は起こらないという考えがあった。しかし3.11で日
本の火山活動が活発になった」

T HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
九州の川内原発

元 原発の開発者：佐藤氏
「九州には火山がたくさんある。破局的な大噴火でなくても、ある程度の規模の噴火が起これば

、その火山灰で「原発の送電線」に影響が確実に起こります。ディーゼル発電も灰で壊れれば、

メルトダウンします 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日10:33
なんかどうも本当に脳がどっか切れた気がする。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年1月14日15:48
視力に変動と、

軽い指のモツレ。

そういえば昨日は珍しく入浴中に気分悪くなったりしてたし、

ごく軽い脳梗塞でもやらかしたかな…(・_・;)

とりあえずバイト中に不自由は感じないが、肝心の「創作脳」にアクセスできません…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月15日8:50

宇宙天気ニュース @swnews 
· 22 時間 22 時間前 
[記事] 太陽で、M5.6とM4.9の中規模フレアが連続して発生しました。
http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース @swnews 
· 1月13日 
M5.6、M4.9とMクラスの中規模フレアが連続して、太陽の北西(右上)の2257黒点群で発生しま
した。GOES衛星のX線グラフ -> http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif …
#swnews
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（１月⒕日）　札幌の異常高温。交通機関事故も増加中。 Ｍ５が過ぎた途端、創作脳
が回路接続スイッチオンになる私って…(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/201501141557489486/

吾妻はや…
2015年1月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
福島の吾妻山も噴火寸前。

九州は阿蘇がイケイケで、

桜島はカウントダウン中。

ロシアも噴く位置。

トンガは噴煙で航空妨害。

(・ω・;)(;・ω・)

…ロシアと日本だけでも原発はいくつあるのか…
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日15:59
「こんなニュースもさらっとやってます」ツイッタ。

フクイチで線量５０〜６０倍。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日16:03
「北海道 おが粉 検出」(T_T)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日16:17
札幌の異常高温はニュースになり始めた。(・ω・;)(;・ω・)
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交通機関事故も増加中。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501142135232452/

ないす２ミ〜２♪(^o^)／
2015年1月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日22:16
深さ生々しい…じゃなくて
Ｍ５で震源深度５７５kmって、どんなんだ樺太地震。(‾○‾;)

んて、ソレが過ぎた途端、創作脳が回路接続スイッチオンになる私って…(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月14日23:25
「汚染水 全ベータの値が、過去最高値」
「十勝岳も噴火警戒」
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（１月15日）　いわゆる「ユダヤ民族の失われた１０支族」のうちのひとつが、黒海
かカスピ海あたりで東西に分かれて、インド移民とルーマニア経由の流浪民になった…
んだと、私は思うんだけど。

http://85358.diarynote.jp/201501150827243003/

稚児、去ねる猥然。（違っ

2015年1月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
おはようございます。

０８：２１です。

最近しばらくぶりに絶好調？です。

音楽はきのうの続きでこのへん聴いてみましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=Y49xhyQxnr8

現在では、ジプシー民族（ロマ）はインド系だ、…って「ことになってる」けど…

音楽を聴いてる限りでは、あのインド音楽の複雑精妙で独特な音階やリズムとは、まったく関連

性がなく、むしろエジプト…というより、ずばりユダヤ音楽に近い。（＾＾；）

つまるところ、いわゆる「ユダヤ民族の失われた１０支族」のうちのひとつが、黒海かカスピ海

あたりで東西に分かれて、インド移民とルーマニア経由の流浪民になった…んだと、私は思うん
だけど。

あのあたりの内海周辺の奪ったとられた追い出された…の陣取り合戦／民族移動史って…

さぞかし、おもしろいんだろぉなぁ…☆

バイトは遅番。

天気は絶好調。

線量低めで、気温は高杉晋作。（＾＾；）

…歩く。予定です…☆

http://85358.diarynote.jp/201501150827243003/
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https://www.youtube.com/watch?v=Y49xhyQxnr8


地震マップ @eq_map 
· 2 時間 2 時間前 
【M2.6】国後島近海 深さ80.8km 2015/01/15 05:57:12 
http://j.mp/17IB7kK

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M2.6】津軽海峡 深さ159.4km 2015/01/15 04:20:42 
http://j.mp/1DZRCTV

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ51.9km 2015/01/15 02:30:18 
http://j.mp/14AenBd

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.9】青森県東方沖 深さ35.3km 2015/01/14 23:44:45 
http://j.mp/1IK2B4G

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M5.0】TATAR STRAIT, RUSSIA 575.4km 2015/01/14 21:09:35JST, 2015/01/14
12:09:35UTC
(G)http://j.mp/1B0zKtI 
(USGS)http://j.mp/1APulDj

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆【M5.5】サハリン南部付近 深さ600km 2015/01/14
21:09:38発生 最大予測震度不明 
http://j.mp/14z3yPN
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（１月15＋16日）　北海道はわたくしビジョン的には「東西まっぷたつ？」

http://85358.diarynote.jp/201501152147361693/

「福島放射能、過去最高記録の１０００倍」。

2015年1月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

（；‾Д‾）

私は経済オンチなのだが、

円も米ドルも元も大暴落って、

原発関係？(°д°;;)

とにかく何もかんもおかしい。

札幌の水道水ですら入浴被曝が気になるレベルの汚染だ…

こりゃダメだ。

寝よっ (ノ-o-)ノ　┫
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日0:57
とにかく地震が多過ぎる。

フクイチは決死の煙下げトレイル絨毯爆撃中らしい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日8:11
０４９６００３．
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501160841124704/

北海道まっぷたつ？　来たか【北関東大震災

】…？
2015年1月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

まぁ関東はこのアリサマだし、

北海道はわたくしビジョン的には「東西まっぷたつ？」画像が見えて、

まんなかに「せりあがって来るもの」（十勝岳噴火エネルギー？）が、

南北線上に刻々と近づいてきてますけどね…
（－－；）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
昨夜、北海道の最北端より、更に北部付近、

ロシアで（震源の深さ575.4km：マグニチュード5.0）の超深発地震。　深
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さ（575.4km）というと、地球内部の「上部マントル」よりも、更に深い場所で起こっ
た地震。マグマの影響かな。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1月14日 
ロシア：カムチャッカの火山

桜島と時を同じくして、年明けに火山が活発化

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/555235799956852736 …）
カムチャッカから比較的近い、北海道。北海道の十勝岳も噴火警戒の注意を呼びかけ

てるので注意した方が良いですね

そして今のところまだ私しか言ってない？と思う、

「陸奥湾津波」と「十和利山地震」も、

着々と？揺れ始めていますし…（－－；）

そして関東。【北関東大震災】。カウントダウンなう…。

（現象ＢＧＭ）。

https://www.youtube.com/watch?v=2CoDmsiSPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=lWe83iXYX3A&index=4&list=RD2CoDmsiSPoQ

（この曲は「火涙沢漁港」のテーマソングに、勝手にもらうｗ）

　https://www.youtube.com/watch?v=e3tyFhO-5c4&list=RD2CoDmsiSPoQ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1月14日 
群馬県の草津も火山活動が活発なんだよな

まったく報道されていないけど、気象庁は注視してんだよね。

「草津 白根山：火山活動の活発化を示すデータが引き続き観測されています」
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150109160014.html … 

M @ShambhalaJapan · 12時間12時間前 
「火山性地震が増加している蔵王を筆頭に、十和田湖、十勝岳、鳥海山、吾妻山、

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/555235799956852736
https://www.youtube.com/watch?v=2CoDmsiSPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=lWe83iXYX3A&index=4&list=RD2CoDmsiSPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=e3tyFhO-5c4&list=RD2CoDmsiSPoQ
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150109160014.html


白山、草津白根山はいつ起きてもおかしくない」

◆震災から４年…「東日本」の火山で“大噴火”迫ると専門家警告 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/156265 …

https://www.youtube.com/watch?v=NLJW14eks6k&list=RD2CoDmsiSPoQ&index=17
 

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/156265
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（１月16日）　「自己破産してでも避難移住を」

http://85358.diarynote.jp/201501160856232583/

で、どうすんのこれ？（〜〜＃）？

2015年1月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

「海に追い落として見せかけの線量だけ減らして」見せたところで…

この分の「汚染」ぜんぶ、「太平洋に流れ込んでる」んだよ…？？

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
展示中のマグロが大量死 東京、葛西臨海水族園
１４日、展示しているマグロなどが昨年１２月から相次いで死に、昨年１１月１日時

点で１５９匹だったのが今月１４日には３０匹になったと発表した。

http://news.livedoor.com/article/detail/9674044/ …
水槽の海水は、八丈沖から運ばれているらしい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1月14日 
水俣病（http://goo.gl/1djSv9 ）を知らない世代の人もいますね
当時は酷かったという、九州で起こった海の汚染

http://85358.diarynote.jp/201501160856232583/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201501160856232583/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150116/85358_201501160856232583_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150116/85358_201501160856232583_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150116/85358_201501160856232583_3.jpg
http://news.livedoor.com/article/detail/9674044/
http://goo.gl/1djSv9


深刻な汚染でも「魚は食べても大丈夫です」と言われ、食べた人が、後に健康被害を

起こしたという裁判ざたの事件。原発の汚染水も同じ。誰も責任なんてとらないよ

https://www.youtube.com/watch?v=D3BCUjC1WXc&list=RD2CoDmsiSPoQ&index=8

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 23 分 23 分前 
『噴火に警戒』と報道されてる福島：吾妻山。

奇麗な雪景色だけど、いつもの場所から湯気（煙？）が出てますね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/555868148159635456/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 24時間 24時間前 
15日夕方には、東電福島原発からの風が関東直撃です。

https://www.youtube.com/watch?v=_QtFbTkCCCc&index=15&list=RD2CoDmsiSPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=-4npnpn_Llg&index=10&list=RD2CoDmsiSPoQ

        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月16日15:53
「福島 子供 糖尿病」
「輸入禁止 日本食品」

「自己破産してでも避難移住を」

…ブラジルに、決めました。…

https://www.youtube.com/watch?v=D3BCUjC1WXc&list=RD2CoDmsiSPoQ&index=8
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（１月17日）　気力体力エンプティの被曝超過性腎臓倦怠感満載。

http://85358.diarynote.jp/201501170548238716/

哀悼、阪神淡路大震災。

2015年1月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

富山、石川、福井、岐阜、再び０.１μ超え。

https://www.youtube.com/watch?v=Sj38SZljZ7M&index=11&list=RDQTu9QOrwwiw
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編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日5:48
殺人集団ジミンをツルセ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日5:51
「避難するべき。今すぐに。」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日10:17
札幌はマイナス１度と温暖？

ですが猛吹雪。(^_^;)

休みで良かった！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日14:29
「福井 ミンククジラ座礁」
「フィリピン 台風１号」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日14:36
「札幌〜小樽 雪による通行止」
「ＪＲ札幌 遅延」
「センター試験 札幌 吹雪」

…(・ω・;)(;・ω・)…
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気力体力エンプティの被曝超過性腎臓倦怠感満載。

この時間になっても、どうしても起きられません。(-.-;)

予定は掃除と机事でしたが、

放棄して寝ます。

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日23:35
にゃはははは☆

＞1月17日の午前様・記。
2011年1月17日 日常 コメント (2)

　おやすみなさい。まもなく午前３時です……☆
　（＾＾；）

　これの前に１６日分を４個ばかり入れてありますので、ぜひお立ち寄り下さいね☆

　１６日午後４時の外出時点での室温は１０℃前後あったのですが。

　１７日午前１時半の帰宅時点で室温２℃!!
　||||（＠＠；）||||
　ガクブルです。前代未聞の数値です。ここは本当に、気候温暖な南関東平野部なんでしょ

うか……☆★

　寝る前に、水道水の凍結防止の「ちょろちょろ通水」確保を、忘れないようにしなくちゃ…
…☆★

（わたしゃ一応、寒冷地域での生活技術の基礎知識があるから、まだいいけど。

　これ知らない人は、明日の朝、水道管が凍りついてて苦労するぞ〜……☆★
 

http://85358.diarynote.jp/
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（１月17日）　何ですか、カミサマ。何かの「オツゲ」とかの類なんですか、
これ…？？

http://85358.diarynote.jp/201501171840072457/

がんが多発している北海道泊村／泊原発は止まってない。

2015年1月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

あらためまくりまして、おばんでございます。

現在すでに１８：２６です。

１８時過ぎにようやく本起床？（＾＾；）できたんですが、何やらＰＣが自主再建…もとい再起
動に突入しやがりまして、画面が変になったり色々して手間取りました。

んで、予定と違って、勝手にＰＣが選曲？してくれて、今晩１曲目はこれでした…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=QTu9QOrwwiw&list=RDQTu9QOrwwiw#t=1

そして何故か？？（＠＠；）？？

勝手にコレを「検索」してトップ画面に表示しておいてくれたんですが…
https://twitter.com/search?q=%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=typd

…あの…（＾＾；）…
何ですか、カミサマ。（＾＾；）

何かの「オツゲ」とかの類なんですか、これ…？？

　||||（＾＾；）||||

前原みどり @Yarok84 · 1月16日 
新書で今や貴重な、小出裕章助教と西尾正道北海道がんセンター名誉院長の共著「被

ばく列島」を本屋で発見。迷わず購入。

「ええっ、本当か!?」になったのが「原発の立地周辺地域でも、がんが多発している」
に場所が「北海道泊村のデータ」……今からでも遅くはない。泊原発を早く廃炉にし
てくれ！

ドンパッチ @ABE2to4 · 7時間7時間前 
国内の原子力発電所が「１基も営業運転していない」だけで、炉は止まってないの

では。

少なくとも北電泊原発は止まってないはず。

つまり無駄にエネルギーを放出し続けていると思われます。

影響力のある本には正確に書くべきだと思いました。 
https://twitter.com/ABE2to4/status/556271628892389376/photo/1

走れ！母ちゃん @hasirekaatyann · 1月14日 
今日の北海道新聞の一面。

コープさっぽろ電力小売り　７月にも新会社　脱原発へ家庭向け参入(北海道新聞)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/585735.html …
北海道電力さんが再々値上げするとか、泊原発再稼働ゴリ押ししつづけるようなら、

こっちに乗り換えようかなぁ！

日本共産党北海道委員会 @hokkaidoJcp · 1月13日 
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日本共産党北海道委員会 @hokkaidoJcp · 1月13日 
宮川じゅんFB
https://www.facebook.com/matasete.g 
「泊原発の再稼働を許さない」と言うと、北海道電力社員の道議会議員が「3回目の電
気料金値上げをするぞ！」…
https://www.facebook.com/jcp.hokkaido 
この議員は電力総連傘下の組合から、年間約1000万円の給与を…

Pompin Niocki @PompinNiocki · 1月13日 
【メモ】泊原発建設のときの知事と道議会の動き。90万筆もの署名も、政治の根回し
によって無力化された。

反古(ホゴ)にされた90万人署名_01　〜北海道原発議会の三日間〜 -
http://www.dailymotion.com/video/xkmtlv_%E5%8F%8D%E5%8F%A4-
%E3%83%9B%E3%82%B4-
%E3%81%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F90%E4%B8%87%E4%BA%BA%E7%BD%B2%E5%90%8D-
01-
%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8E%9F%E7%99%BA%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%81%AE%E4%B8%89%E6%97%A5%E9%96%93_news
… @Dailymotion_JPさんから

ふくしま30年プロジェクト @info_fukushima · 1月13日 
「道は、寒さが厳しい冬の暴風雪のときに泊原発で事故が起こった場合に住民を避難

させる方法を確認するための訓練を来月、初めて行うことになりました」

暴風雪想定 原発避難初訓練へ - NHK 北海道 NEWS WEB 
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20150113/4564071.html …

https://www.youtube.com/watch?v=X3KUMRXtFcI&index=4&list=RDQTu9QOrwwiw

スガちゃんマン @viento_yutaka · 1月9日 
大阪で原発燃料が作られてるって知ってました？

#olivebz 
http://olive.bz/rd/x/2af7c8708f696feacacf0844d8cd4d57?tg=tw …
燃料棒も手作り。

ここでつくった燃料は福井県をはじめとする西日本の原発（島根原発は省く）と泊原

発で使わる。

大阪で作って福井県や島根県に運ばれる。

ルートはひ・み・つ

Atsushi Hoshino @hosriki · 1月3日 
泊原発のある積丹半島の西側に新たな活断層があるのかをめぐり議論が続いてい

ます...と。 RT 泊原発安全審査の行方に注目 - NHK 北海道 NEWS WEB 
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20150103/4272391.html …

loukoumi（普通がなにより。） @loukoumi · 1月3日 
＞また世界的には原発事故が起こらなくても原発立地周辺の子供の健康被害は報告さ

れています。

実際に北海道の泊原発なんかの周辺地域では、がんの患者数がダントツに多い。

道内平均の１．４倍程度です。

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4025.html …

kenji @buick54aki · 1月2日 
北海道の気になるニュース泊原発は過去２５年間で計５７０兆ベクレルのトリチウム

を海に放出　

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/569401.html …　
泊村の突出したガン死亡率 　
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-799.html …
急病人

給食

水道水

心臓突然死

心電図

白血病

白血球

検査
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https://www.youtube.com/watch?v=IeScbsD1lGk&list=RDQTu9QOrwwiw&index=6
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月17日18:54
夢子 805@a74df50ca4ed · 12月26日 
Nスペ観ながら、娘と札幌北区の大雪の話をしつつ、滋賀県の地震速報も観ていました。北海道に
は泊原発の周辺に断層があります。今日のような大雪の日に大地震が発生し、泊原発で事故が起

きたら、どうやって逃げるんだろうと思いました。天災は突然起こります。怖いことですよ。

原発、反対です!!

夢北大地の鉄爺 @tetsujiisun · 12月26日 
道庁所在地の道都が札幌市から羊蹄山麓の「羊蹄市」という１００万人の飲料水もまかなえる、

水も豊富な羊蹄山麓。原発も停止・廃炉の泊原発３０Km圏内の安全安心な風光明媚な新興都市に
、道庁移転することが道議会で決議されました。表玄関は新倶知安駅か、新洞爺（羊蹄高原）駅

　#完全に嘘をつこう

くろ (脱原発・脱被曝・反戦) @tkurokawa31 · 12月21日 
どこの原発もその周りでは癌が多い。小児がんも。それはトリチウム…【ヤバイ】泊原発、計570
兆ベクレルの放射性トリチウムを放出していたことが判明！過去25年間で！他の原発も同じよう
に海洋放出！ - 真実を探すブログ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4224.html …

https://www.youtube.com/watch?v=IeScbsD1lGk&list=RDQTu9QOrwwiw&index=6
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（１月17日）　疎開してきた勇敢なママ達。家出、夜逃げ、再移住、離婚、身内の
病気、お子さんの病気、ご自身の病気、など様々。皆さん、問題は大きかった。周囲に
賛成されて引っ越してきた人は誰１人いない。

http://85358.diarynote.jp/201501172147444587/

どんだけ酷いのニッポン／「逃げて何が悪い」

。

2015年1月17日 チベット有問題 ！
 
（承前）

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
mt-i @bikasuishin 
· 1月15日 
パリのテロ事件を巡る表現取り締まりの続き。フランス・イゼール県で軽度精神遅滞

のある泥酔した男が警察官に「シャルリー殺されたね。笑っちゃったわ」と言ったら

半年の懲役刑判決。もう本当どうなってるんだこの国は。 
http://www.midilibre.fr/2015/01/14/apologie-d-acte-terroriste-un-homme-condamne-a-six-
mois-de-prison-ferme-en-isere,1110773.php …

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
tokkouji @tokkouji 
· 1月13日 
【高江】これも高江の日常。

見えますか？

銃を持っています。

人を殺すための訓練です。

ヤマトの人、見てください。

ここ、県道です。

地球上でここにしかいない、ヤンバルクイナが住んでいる森です。

(写真は現場の支援者さんより) 
http://www.pic.twitter.com/LDvHpuCGQJ

Painagama Drive 2 @miyako01 · 1月15日 
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@tokkouji @yoshiko6yoshiko は、犯罪っす、よね。白昼堂々と、公の場所に完全武装
。これって凶器準備集合、って云うんじゃなかったけか。

https://www.youtube.com/watch?v=RCHvK9_qZ34&list=PL5A24FD0FF487F6C2&index=25

light〜現代の尊皇攘夷〜 @worldlightworld · 9月7日 
「在日中国人にとって、「一般永住者」はあこがれの資格だ。選挙権以外はほとんど

日本国民と同等の権利が与えられ、中国国籍を保持しながら日本で安定した生活を送

ることができるからだ。」

http://news.livedoor.com/article/detail/9226644/ …　#保守　#TPP　#自民党

mizurin（脱原発に一票） @_mizue · 3時間3時間前 
マッサージしてくれる中国人の先生から仕入れた話。

日本に帰化してた在日中国人が、いつでも帰れるように中国国籍を取得申請し始めた

とか！

どんだけ酷いのニッポン(‾O‾;)

https://www.youtube.com/watch?v=Uqzl4EGq83Y&index=26&list=PL5A24FD0FF487F6C2

小夜子909 @sayoko909 · 1月15日 
うちを利用して疎開してきてくれた勇敢なママ達。家出、夜逃げ、再移住、離婚、身

内の病気、お子さんの病気、ご自身の病気、など様々。皆さん、問題は大きかった。

周囲に賛成されて引っ越してきた人は誰１人いない。

小夜子909さんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan 
· 5時間 5時間前 
逃げて何が悪い。

Toru_Nanさんがリツイート 
東日本壊滅ですよ。＜原発暴発を覚えてます @Depleted_unco 
· 5時間 5時間前 
NHKで変な番組やってた。国や東電の責任である放射性物質による健康被害懸念を、
民衆による差別問題にすり替えようとしたり、非難した子供が「自分は逃げてしま

った」みたいにみんなに懺悔しているようなシーンを流している。気持ち悪い
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Toru_Nan @Toru_Nan 
· 1月16日 
こうやってどんどん、私の中の東京は、ダメ出しされていくのだ。思い出の中だけの

街になっていく。

Toru_Nan @Toru_Nan 
· 1月16日 
やはり、何があっても子は連れて帰れないよね。無理だ。

Toru_Nanさんがリツイート 
KaraTh @gmax_jp 
· 1月16日 
（飯田橋駅西口でいきなりTC100のアラームかなってビビるなど…）

Toru_Nan @Toru_Nan 
· 1月16日 
そんな事を考えていたら、ラジオからマイア・ヒラサワの“Boom!”が流れてきて、あー
これは九州新幹線のCMで使われたんだけど、311で自粛されたんだったなぁーなどと
思い出してしまい、急に泣きたくなってしまった。私は、随分と遠くへ来たもの

だよ…。

お♪　検索脱線で、

（＾＾）新しい人を知った！♪

https://www.youtube.com/watch?v=RuWRB4xkWxA&list=PL0D369F3A3254F2FD
https://www.youtube.com/watch?v=1pQIKaB3xUw&index=2&list=PL0D369F3A3254F2FD

https://www.youtube.com/watch?v=RuWRB4xkWxA&list=PL0D369F3A3254F2FD
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（１月19日）　脳ミソは真っ白です…動きません。

http://85358.diarynote.jp/201501190832338873/

1月19日の日記
2015年1月19日 日常
 
おはようございます。

０８：２１です。０７：００に起きだして、

溜め込んでいた家事をのたのたと片付けて、

この時間。

札幌はマイナス１℃。

体調は問題なし。

脳ミソは真っ白です…動きません。
（－－；）

音楽は、なんだかハマってしまったようなので、しつこくこれになりました。

https://www.youtube.com/watch?v=QTu9QOrwwiw&list=RDQTu9QOrwwiw

バイトは遅番。徒歩通勤の予定。
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（１月19日）　なにも考えられない。

http://85358.diarynote.jp/201501190856153834/

去星　平井和正…
2015年1月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 

444人がリツイート 
NHK科学文化部 @nhk_kabun · 12時間12時間前 
【ＳＦ作家の平井和正さん 死去】ベストセラーとなった「幻魔大戦シリーズ」や「ウ
ルフガイ・シリーズ」などで知られるＳＦ作家の平井和正さんが、１７日夜、急性心

不全のため神奈川県内の病院で亡くなりました。７６歳でした。

http://nhk.jp/N4HN6CNa

ハフィントンポスト日本版 @HuffPostJapan · 23分23分前 
【平井和正さん】76歳で死去 「平井作品がなければ現在のライトノベルはなかった」
と悼む声 
http://huff.to/1IROX1n

わが愚母と同年齢だったとはビックリ。

まぁ、わが愚母や愚弟と同じく、

「神奈川県内」在住のままだったら、

【当然】死ぬでしょう…（－－；）

さて。

何が起こるのか…

cmk2wl @cmk2wl 
· 7 時間 7 時間前 
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“大量死”の葛西臨海水族園、１８日もマグロなど４匹死ぬ
TBS系（JNN） 1月18日(日)18時34分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150118-00000053-jnn-soci …
これで 13匹になってしまった。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
ENENews
福島は当初の推定量より130億倍以上の中性子を放出した－「人間の健康に対する明白
な影響」－政府：「中性子放射線は、人類に知られている最も過酷で危険な放射線

です」：かなりの距離を移動することができます。

http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/627.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
入口紀男・熊本大学名誉教授　2013/12
https://ja-jp.facebook.com/norio.iriguchi/posts/690730394301087 …
日本の国土１００万年の悪夢

その広島型原爆２万５千発分の放射能は、太平洋と、東北から関東、中部地方まで、

年を経るごとに深刻に拡散し、汚染を広げていくでしょう。

https://www.youtube.com/watch?v=Sj38SZljZ7M&list=RDQTu9QOrwwiw&index=11

…なにも考えられない本日なので、のたのたとバイトに逝ってきますわ…

廣田弘一（Koichi Hirota) @koichi_hirota · 11時間11時間前 
マクドナルドがバッシングされている。

何百万個に一個のナゲットに包装材の欠片が入っていたと。

しかし、放射性物質が少量であっても混入されている米や魚は

「食べて応援」と言ってバッシングどころか推奨され

子供たちが食べる給食にまで使われる。

どうかしているよね？
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日9:02
meg lalala @Kissmeyummy · 1月14日 
熊本大学の物理学者入口名誉教授がFacebookではっきり「福島原発は放射能活火山と化した。近
い将来、放射能汚染は三重県含む中部地域まで拡大されるだろう」と投稿なさったことを知って

る国民は百人に何人いるかな？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日15:58
通勤は楽しく歩いて「神様この時間をくれてありがとうo(^-^)oおかげさまで安く楽しく快適な札
幌ライフのコツがつかめました今まで５０年で一番安楽な越冬です」o(^-^)o
だったんですが…(^_^;)

バイトがプチ阿鼻叫喚。(-"-;)

漁港で魚食ってる道民や九民の被曝症状が物凄い…(ToT)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201501191619169887/

【逃げて下さい】

2015年1月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
ツイッタ検索。

「ＪＯＣが放射性物質を焼却 茨城県 １月１９日から」

「上野動物園 大型動物の死」
「大量死」

「鳥インフル」
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「致死性カビ」

札幌にいても

「あと１００年生きる！」とか無駄に元気な私のまわりは、

余命数年カウントダウン突入な飲水ベクレ患者だらけ…
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月19日16:20
「水から逃げよ！」
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（１月19日）　マダム・ポンフリーからパワハラすれすれの非常識かつ無神経なジョ
ークを悪意ゼロでカマサレてココロが瞬間凍結。⇒浮き世の些末事は脳から消去！

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

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

最後にマダム・ポンフリーからパワハラすれすれの非常識かつ無神経なジョー

クを悪意ゼロでカマサレてココロが瞬間凍結したが、

帰りがけの東光ストアの新商品？最後の１個を半額で落手して

(^-^)g

しかもレジがお気に入りの庭師ギャムジー氏（仮名）だったし

(*^_^*)

なかなか美味しく歩き食して、バス停についた時には袋が空ｗだったし最終バスにも余裕で間

に合ったので。

(‾ー+‾)ニヤリ

浮き世の些末事は脳から消去！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

減がちょうど良かった。

o(^-^)o
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このさい最近の岩見沢の

空間線量グラフは無視する〜…

…(^。^;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日0:03
それにしてもあれだけ隠然と？日本のいわゆる

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

さぞかし、「逝く先案内人」として、超大量の魂を捌いて下さるに違いない…

近々に…

（グリーンランドが割れたら、

ポールシフトはカクジツ？！）
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（１月２０日）　今のガイナックスはエヴァの会社ではないのか。

http://85358.diarynote.jp/201501200734264088/

腐苦死魔【害為ックス】の愚挙。

2015年1月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…「あんた、バカァ…？…」

269人がリツイート 
NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 14時間14時間前 
【ニュース】「新世紀エヴァンゲリオン」などで知られる三鷹市の制作会社「ガイナ

ックス」が福島県内の閉校になった中学校に制作スタジオを設けることなどを正式に

発表した上で、アニメ制作などを通じて復興に貢献したい考えを強調しました。

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150119/4772381.html … #nhk

伊藤霊一／Ryou @Ryou_I_01 · 23分23分前 
福島ガイナックス。なるほど、社長さんが福島出身なのね (^｡^) 
#朝日新聞 #ガイナックス 
https://twitter.com/Ryou_I_01/status/557327427513229312/photo/1
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死ぬなら勝手に死ね。

罪のない若手アニメーターを

無理心中に巻き込むな。

海外移転を目指して？全コンテンツの電子化を決めた講談社を見習え。

@安眠希望 @HY_leo0810 · 2時間2時間前 
福島にアニメスタジオ誕生 エヴァ制作ガイナックス | ニコニコニュース 
http://news.nicovideo.jp/watch/nw1411338 #niconews
地方にも低賃金の人間増やしてどうすんだろうな

民報伝次郎(県北版) @M_denjirou · 3時間3時間前 
( #福島民報 20150120)三春町で開業することとなったアニメ制作会社の「福島ガイナ
ックス」は旧桜中校舎にミュージアム「福島さくら遊学舎」を設け、4月にオープン
する。教育旅行の受け入れを想定した職業体験的な常設展示の他、企画展、イベント

やキャラクター開発など観光名所を目指す

豆八郎 @eightyro_oka · 3時間3時間前 
今のガイナックスはエヴァの会社ではないのか。

＜福島にアニメスタジオ誕生 エヴァ制作ガイナックス＞
http://nico.ms/nw1411338 #niconews

このうえは、スタジオジブリと伊藤有壱氏には、

一刻も早い「海外移転」を、目指していただくしかないかな…

日本最大の「文化遺産」である、「コンテンツ産業」存続のためには…

　…（－－；）…

参照：http://85358.diarynote.jp/201306040523257064

http://news.nicovideo.jp/watch/nw1411338
http://nico.ms/nw1411338
http://85358.diarynote.jp/201306040523257064


（１月20日）　まだまだ未熟すぎるほどの物知らずの愚か者…

http://85358.diarynote.jp/201501200919584038/

長生きは、するもんだ☆

2015年1月20日 チベット有問題 ！ コメント (2)
　

あらためまして、おは？

おそ？ようございます。

０９：０９です。…重陽…？？
（＾＾；）

札幌はマイナス４℃。

バイトは遅番。

７時に起きた時点では曇りだったので歩くつもりでいましたが、

８時ぐらいからいきなり吹雪。（＠＠；）

おとなしくバスります…
（ってか、バスも遅れが出ているであろう…☆）

タイトルはですね。

今朝のお目覚めＣＤがナリユキ的にこれ＞

だったんですが。

半分寝たまま聞き流していて、スペイン語を齧って以来なぜか英米語のヒアリング能力も格段に

上がったなぁというのは前から感じていたんですが。

好きな曲で、ただのパーティー（クリスマス？）ソング

だと思っていた、この曲が。

https://www.youtube.com/watch?v=orAkeA7jLss

なんと。（＠＠；）

歌詞のなか、お客さんいらっしゃい♪リストのなかに

http://85358.diarynote.jp/201501200919584038/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
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「マーティン・ルーサー」（キング牧師）の名前が…！！

　（＠＠；）

ビックリして、悠宙舞で画像をチェックしたら、やっぱりこれ、

「すべての差別に反対！」の…

「公民権運動」応援（メッセージ）ソング。だった。わけですね…

　！（＠o＠）！

いやいや…５０歳ですが。

まだまだ未熟すぎるほどの物知らずの愚か者…

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

もっともっと。

生きて活きて行きてから逝きて

学び、たいです。

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 
TOKYO DEMOCRACY CREW @TOKYO_DEMOCRACY 
· 14時間 14時間前 
ネタニヤフ氏「日本もテロに巻き込まれる恐れ」 : 政治 : 読売新聞（YOMIURI
ONLINE） 
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150119-OYT1T50039.html?from=tw …
そりゃそうだろとこの画像みて思ったわ。 
https://twitter.com/TOKYO_DEMOCRACY/status/557121249541758976/photo/1

ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート 

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150119-OYT1T50039.html?from=tw
https://twitter.com/TOKYO_DEMOCRACY/status/557121249541758976/photo/1


Office BALÉS @tkatsumi06j 
· 12時間 12時間前 
つまり、イスラエルには常にパレスチナに侵攻するための理由が必要なのである。そ

のためには、パレスチナはハマスと結託した「テロ勢力」でなければ困る。ところが

パレスチナが穏健化すればするほど、イスラエルは攻撃理由を失い、パレスチナの非

武装化という国家目標が遂行できなくなる。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日9:21
てことで、今日から、

「世界で最も人種差別が少ない国」と言われる

ブラジルのコトバ（ポルトガル語）を、

学習、再始動しますよ…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月20日9:49
 
ヘナ　I STAND WITH GAZAさんがリツイート  

OMP(さらば暴政) @ompfarm 
· 13時間 13時間前 
アベは阪神·淡路大震災から２０年の鎮魂も放り投げて、わざわざイスラエル・ネタニアフに「テ

ロの引き込み」会談をしに行ったわけだ。イスラエルに「テロとの戦いに協力する」というこ

とは、「イスラエルの同盟国は敵と見なす」武装勢力の標的宣言をしたということだ。
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（２０１５年１月）（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年１月）

（下旬）
 



（１月21日）　さあ思い出せ、もう一度…　自分自身が《歌いながら大地を歩く》で
あることを…♪

http://85358.diarynote.jp/201501212317279084/

さらふりむん。

2015年1月21日 ★戦争反対★
　

朝のhttp://85358.diarynote.jp/201501210833113906/
続き。（＾＾；）

ちゃんとタイトルを調べてから、

しつこく一般検索で調べてみたら…

一発ヒット！

http://okmusic.jp/#!/i/collections/162842
http://diarynote.jp/items/music-jp/B000064TOF/

…でもこれ、イントロしか聴けないのね…☆

歌詞：http://www.susi.ru/kina/pesni/k8j.html

じゃ、おやすみなさい…♪
https://www.youtube.com/watch?v=B5xOv7wDWqo

さあ思い出せ、もう一度…

自分自身が《歌いながら大地を歩く》であることを…♪
 
　

http://85358.diarynote.jp/201501212317279084/
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（１月23日）　昨日「また」源泉で軽い脳梗塞？発症だったのか？入浴中から左手の
一部が痺れて感覚麻痺と機能不全感がまだあります。

http://85358.diarynote.jp/201501230619409588/

徳島県、０.１μ超え。

2015年1月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

　

徳島が、だよ？吉野川だよ？

川と水を護れと立ち上がった、

日本の市民運動の聖地だよ？

μ、涜島と化しつつある…
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日9:05
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ワヤナヤ08時58分。
札幌はプラマイ０℃？と気温は高めの無風ですが大粒の大雪。

昨日「また」源泉で軽い脳梗塞？発症だったのか？入浴中から左手の一部が痺れて感覚麻痺と機

能不全感がまだあります。

今日はお休み。体調やや不良。気力皆無。(∋_∈)

イスラム圏であるスーダン音楽かけて、「午前中寝て曜日」に決定。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日9:10
あ、体調不良と頭痛の原因は。

(-.-;)

こんだ右下のオヤシラズが歯茎を食い破ってる最中で、鈍痛と肩凝りがあるんですよ。

(∋_∈)

…いったい全部で何本？生えるんだオヤシラズ。(・_・;)

私、５０歳。なんですけど…？
ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日13:58
どおりで頭が動かないと思ったら、バヌアツでＭ７。

フクイチ風はマラッカ遠征中。

「後藤さん、お母さんあっての後藤さんだな」

…この死魔苦荷の中にも自ら燦然と光輝く魂たちはある。

がんばれ、ＰＢ！

けして諦めるな、平和と共存の未来を！
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:21
cmk2wlさんがリツイート  
よだれくま @yodarekuma 
· 14時間 14時間前
 
個人的には居酒屋と寿司屋の後急患駆け込むの方が多いと感じてますRT@cmk2wl: ラーメン店で
食中毒多発の謎 
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/672.html …
ラーメン店がクローズアップされているだけかも。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月23日22:29
cmk2wl @cmk2wl 
· 1月22日 
日の出町の処分場の焼却灰が、長野方面に飛散しているというデータがある。

風の方向を見極めるのは大切。
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（１月24日）　なめくじナマズ？　振り落とされるな！　…光車よ…　…回れ！…

http://85358.diarynote.jp/201501241503134917/

終わりナゴヤは黒で陥っ！(｀ε´)
2015年1月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
 
 
個人的見解。

ニャゴヤの欲ボケ迷惑亡者どもは全て滅びて良し！

(｀ε´)Ｏ

（以下自称非暴力平和主義者としては世間を憚る個人的バイト中不快感による罵詈雑言発作は後

で秘密日記にでも書きますわッ！）

ついでにＤＩＥ逆も狂トも

滅びてしまえ…っ(*｀θ´*)

とか【罵禍】亡者ディメンタ客どもに内心で毒づいてたら、

琵琶湖真下と

京都市街地直下で

連続発震…

(ΘoΘ;)

どうすんのコレ！

ヽ（・＿・；）ノ

 
 
 
 
ひみつ日記
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ばかなんか嫌いだ〜っ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:05
空気が変に苛電してる。

札幌イキナリ吹雪。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:11
いや、たかだか時給８５０円のバイトでいちいちムキになってる私も悪い。（てか、未熟？）

(-.-;)

全部スルーだスルー！(-"-;)

どうせナゴヤのコガネモチなんか、フクイチ魚を三重県産と騙されて喰っててすぐに死んじゃう

んだからっ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:14
変だよ？

何かがものすごく変だ。

(・_・;)

なめくじナマズ？

振り落とされるな！

…光車よ…
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…回れ！…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:20
「危険を知らせれば助かる命がある。」

ごめん。

どうなるか知ってるけど、

もう放置。

道テレビ天気予報のスポンサーが葬科学だった…中たらないわけだ。(-_-#)

茉世。
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（１月24日）　「放射能による脳障害」。急激に脳ベクレ悪化。でも精神状態のほう
がまずい。

http://85358.diarynote.jp/201501241533215575/

これはどうもやばいかも。

2015年1月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
 
前項お見苦しい書き乱し参照。

どうも2011/03/11の
直前の苛々感

http://85358.diarynote.jp/?day=20110310

に似てますよ…
凄く。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 18時間 18時間前 
14時34分：震源地・滋賀県（琵琶湖の湖底）
北緯35.2度、東経136.0度（横ずれの地震）
震源の深さ約10km、地震の規模：マグニチュード3.3：震度2 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
（14時34分：震源：滋賀県：琵琶湖の湖底・震度２）
その後、わりと近い所で（19時20分：震源：京都府南部・震度2）の地震。この琵琶湖
、京都、滋賀付近は、断層が入り乱れてる地域なので、若干、心配ですよね。微弱な

揺れも検知してます 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
琵琶湖、京都、滋賀、大阪。

この付近は断層が複雑。大きな断層だと、よく知られている「中央構造線断層」があ

るので、直下型地震には注意した方が良い地域。日頃の地震の備えが必要な地域だと

http://85358.diarynote.jp/201501241533215575/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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思いますね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/558976067038244864/photo/1

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日15:41
ネズミ車の中で必死に駆けて

出口を探している状態。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日20:52
これはホントにマジやばつい。

(・_・;)
老朽原発のあるルーマニアでＭ４。

滋賀〜京都〜大阪ラインで半日で３連発。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日20:55
思考回路が完全に停止していて土日のこの時間にはバスが無いのを忘れていて、札幌駅で１時間

待ちの遭難中。(-.-;)
どうもやばいかも。

やばいかも。やばいかも…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日21:10
「海猿 は 暴力団の代名詞」
「放射能による脳障害」

愛知と岐阜は全国平均から見てもかなり急激に脳ベクレ悪化が進行しているらしい。
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昨日今日の地震圧力感知による深層心理的パニックでなければ間違いなく、このところの異常高

線量の降雪融水で飲食入浴被曝をしているせいである…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日21:11
でも今は私の精神状態のほうがまずい。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月24日23:03
京都＋大阪、もう一発。

やばいのは私じゃない。私だけは完全に安全圏にいる。

極大量の人たちが、

今更ながら自分の被曝が手遅れの逃げ遅れで、

あともう死ぬしかないんじゃないかと、

気づいてパニクッてる、

動揺と混乱の遠隔エンパス。

（で、罵禍すぎて苛立ってる）

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日5:49
ニッポン鬼は罵禍だ。

タマシイの底から腐ってる。
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（１月25日）　「内面の平和」ね。いま、必要なのは…。

http://85358.diarynote.jp/201501250848534085/

Música para lograr PAZ MENTAL。
2015年1月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
あらためまして、おはようございます。

０８：３９です。

【超絶苛々】継続中。

これ「私の」感情じゃないです。イライラする原因ってバイト業務中のヤリガイ無さすぎなばか

ばかしさと「でぃめんた客に気を吸い取られる」ぐらいで、普段なら帰宅してまで持って帰るよ

うなシロモノじゃないもん。

私が「更年期障害だ」とかいう可能性はありますが。

しかし。ヨワイ５０歳にして、元気に「月経大出血サービス中」なので、これも定例パターンか

らは考えにくい…（＾＾；）…。

で、とりあえず朝のＣＤはポール・マッカートニーで、

ＰＣ起こして「ＰＡＺ」（平和）で検索して、

カミサマ（仏様？）から拝領した一曲目がこれです。

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

うぅむ。（－－；）「内面の平和」ね。

まず、いま、必要なのは…。…（－－；）…

バイトは中番。

天気予報は晴れですが降雪中。

バス通勤・徒歩帰宅の予定…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10 時間 10 時間前 
まぁあれだよね

地震や火山、異常気象などの地球の異変、世界で起こってる戦争にしても、行き着く

http://85358.diarynote.jp/201501250848534085/
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ところまで行かないと、気がつかないというのはしかたないと、最近、つくづく思う

。これは決して「悲観」からの感情ではなく、人類という、そのものの「変わりめ」

と思う。その時代に、たまたま生きてる

 
 
 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日8:49
０４９６８９６．

なんか数字からして「落ち着かない」

…（－－；）…★
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（１月25日）　マダムぽわんフリーが実話デスイーターだったりという恐怖体験。

http://85358.diarynote.jp/201501250903326687/

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

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

を知ったし、今回も、動ける限りの人たちは最善を尽くしてくれていると信じる。

悲劇は起こりうる。

でも、悲観はしない。

人類には、叡智の半面だって、あるんだ。

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

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

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

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

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

だね。考えられない。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:43
バス６分遅れ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日9:48
原典回帰！

とうぶん般若真経！(^人^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

ツイッタ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日10:41
般若 心 経 …σ(^◇^;)。。。

いやマジ我が【心】の芯を

見失ってたんだねｗ

┐(’〜`；)┌

大丈夫！まだ歌える！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

ツイッタ。

マダムぽわんフリーが実話デスイーターだったりという恐怖体験。

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

…

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

トを拡大再生産する迷惑罵禍どもである。

まず滅ぶべきなのは、欺民盗と葬科学狂団じゃないのか。

おまえらが私の友人の友人を、恩人の弟子を、仲間の仲間を、そして私自身を。

事実無根に誹謗し、殺すのだ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

彼らが奔走してなおかつ救出できなかったなら、それはそれでもはや仕方ない。

殺されても、

彼らがけして「イスラム」を

憎まないことを知ってる。

私は常に弱者とともに立つ。

つまり、ＧＡＺＡと共に在る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日15:12
恥を知れ。日本人。

せめて、我が身を恥じ、行いを自省することを知ってくれ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月25日15:22
「琵琶湖周辺に大気重力波」。
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（１月26日）　誰よりもまず自分自身が光りを放つ、光輝の人になるための努力をし
なきゃ…

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

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

おはようございます。

０９：１３。札幌はぼんやり昏い曇り。

バイトは遅番。バス通勤の予定。

まだここに住んでるヤツは＞

正気じゃねーよ！

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

でもだめだ。ヒト（他者）の出現を待っているだけじゃ。

誰よりもまず自分自身が光りを放つ、光輝の人になるための努力をしなきゃ…

てことで、迷ったらマカハンニャハラミタシンギョウ！と心の中で叫びながら、

http://85358.diarynote.jp/201501260924415924/
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今日も微力を尽くして、歌いながらホフク前進しますよ…。

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

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


（１月26日）　りあるマダムぽわんフリーのココロナシ絶望的発言で魂が冷え切った
…「異教徒殺せ！」とトクトクと叫んでいるであろう千葉在住の実鬼愚姉を思うと、天
罰てきめん、ソドムとゴモラの火刑やむなし。と

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

何度でも言うぜ。持てる全ての力を使って戦争

を避けるのが政治家の責務。

2015年1月26日 ★戦争反対★ コメント (11)
　

昨日はりあるマダムぽわんフリーのココロナシ絶望的発言で魂が冷え切った。

（－－；）

暖まろう！まともな人間だって、ちゃんといる！

ユリイカ(色々、何とかしたい)さんがリツイート 

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

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

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

最も罪がなく、弱い立場の人々なのだから。

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

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

事なツイートが多過ぎて驚かされる。

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

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

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

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

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日9:51
さて。バイトに逝ってきます。（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日10:33
やっぱこのタイミングで

「人質」情報雪崩って、

フランスの「テロ」自作自演がばれそうになって

メクラマシにツカワレタという話？

…人間の命を何だと思ってるんだ…(`ヘ´)…いや、

…同じ人間と、思っていないのか…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日10:38
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千葉、揺れすぎ。(・_・;)

今頃セケンと一緒になって自分が正義のミカタ気取りで、

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

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

うん。

因果応報。自業は自得。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

通りすがり

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

を支払った国の人間は何度も狙います。この件についてはどうお考えでしょうか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日11:41
急激病的睡魔。

なんか来る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日15:53

「目的は金じゃない」と、

相手は最初から言っています。

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

「日本軍の海外派兵」のためのプロパガンダに利用し、人命は軽く見殺したのがニホン性腐。
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相手は世界に名だたる交渉術のプロ中のプロ、口八丁手八丁のアラブ商人をバックにつけてんで

すから。

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

っただけ。

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

でもしてくるが良いわ。

(`ヘ´)

イスラム教は基本的に「無駄な殺し」はしないの！

「剣かコーランか」脅して生かすのが、世界の「普通の国」の交渉術なの！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:02
よりによってニホン性腐が、

反政府的政治姿勢を明確にしている自国内「非国民」に、

２００億円なんて出すわけないのは、

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

値切り倒して泣き落として、

一人２０００万も取れれば相手は満足したと思うよ？

で、なきゃ、今になって後藤さんの人質交換なんて、言い出すはずがあるかい？

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

後藤さんに同情してるくらいだと思うぜ…？

（せめて和訳のコーランくらいは読んでからイスラム教の悪口を言え！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:13
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ニッポン、罵禍すぎるッ！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月26日16:21
地震が３時間止まってる。

激眠い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日14:13
〜０４９　６９６８．

＞０４９　７０６９．

　（＾＾）ｇ

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


（１月27日）　カミサマからプレゼント？

http://85358.diarynote.jp/201501271424562865/

案ずるよりサンバを踊るほうが遥かに易し♪

2015年1月27日 学校・勉強
　

おはようでも

おそようでも

すでになくて

１４：１４．（＾＾；）

こんぬつわ〜☆

起き抜け（＾＾；）に、

カミサマからプレゼントしてもらった？

この一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w
なかなか好みです。

サッカー、というキーワードは、

欧州発祥のスポーツでありながら、

現在すでに政治経済思想的に【反欧米】的立場の地域や人たちからも広く愛されていて、

かつ、

あくまでも殺戮や暴力を含まないフェアプレーが求められつつ

「全力を尽くして闘う」ことのできる本能全開の場でもあり、

また、最貧層からでも「努力と根性でのし上がれる」中南米ドリームの実現の場でもあります…

てなことで、行くぞブラジル！

（で、この漫画が貼ってあるという…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=kk4uddaHdDE
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うん。音楽性は世界最高峰的に私の好みだし♪

踊りまくりの文化圏だし♪

言葉ぐらいは、行って生活しちゃえば、

なんとかなるなるｗ

おっとアルゼンチンだったｗ

https://www.youtube.com/watch?v=KbXFL6i9aws&index=55&list=PLC0A6F2B5A9E6A80D
すてきな衣装♪

この旗がいいよ、最高♪

https://www.youtube.com/watch?v=TGtWWb9emYI

恥ずかしい「血の丸」なんか拝まされるより、ずっとイイ♪

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbXFL6i9aws&index=55&list=PLC0A6F2B5A9E6A80D
https://www.youtube.com/watch?v=TGtWWb9emYI


（１月27日）　私は歴女というほどヲタじゃないし、そもそも暗記力が無いし、

http://85358.diarynote.jp/201501271508423586/

Love Rescue Me...「捕虜は身代金の支払いと引
き換えに釈放した」。（追徴２曲追加ｗ）

2015年1月27日 ★戦争反対★ コメント (3)
　

今日はもう携帯メモ整理と音楽チェック以外は何もしないぜとか思っていたんで

すが、昨日「通りすがり」の人から宿題をもらっていたので、

http://85358.diarynote.jp/201501260950422260/
先に片付けましょう。

必聴（参照文献）音源：

https://www.youtube.com/watch?v=gZvaYE5itMc

私は歴女というほどヲタじゃないし、そもそも暗記力が無いし、地中海史は門外漢ですが、それ

でもこれくらいの基礎知識は一応（独学でも）持っています…。

http://homepage3.nifty.com/morrio/back3/islam/croisade/croisade.html
＞ヨーロッパ社会…貴族は、依然として生産的な仕事を軽視していた。貴族の仕事は、領地を所
有することと、戦争をすることであった…が、時代背景は激変し…戦争相手を失っていた。

＞「ムスリム（イスラム教徒）を殺しにエルサレムに赴く者には罪の償いを免除する」とまで宣

告した。精力をもてあまし、捨て鉢な心境の騎士たち（ヨーロッパの幾千もの好戦的な騎士）は

教皇の「若者よ、東を目指せ」との宣告に扇動され、住民に対し無差別殺りくを繰り返し、容赦

なく前進した。

＞遠征は二世紀にわたって地中海沿岸地方のムスリム社会を破壊した。

＞「大人のムスリムを煮てスープをつくり、子どものムスリムを串刺しにしてむさぼり喰った」

、と十字軍側の記録に残されている。

＞十字軍は、「城の門をあけさえすればだれにも危害は加えない」、と市民に約束した。しかし

、その約束は反古にされた。 二日間で７万人を虐殺した。ムスリムは皆殺しであった。
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＞ムスリム(イスラム教徒・大衆)は、十字軍が何故遠征したのか何故蛮行するのか、をまったく理
解することができなかった。

＞サラディンは、包囲網や経済的な圧力や交渉をもって十字軍の占領地のほとんどを無血で奪回

した。…まず、平和的に手放すように交渉した。

＞十字軍は　エルサレム放棄を拒否した。交渉決裂。

＞サラディンはエルサレムを包囲し１１８７年に武力で奪回した。但し、虐殺や略奪はいっさい

行わず、捕虜は身代金の支払いと引き換えに釈放した。

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ

この歴史をまず踏まえたうえで、

「身代金額の交渉」という「専門職」や、主にイベリア半島を舞台に、

「手数料経済文化」が、発達しました…

さて。時間のある人は、もう一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=lz6d60ysb-Y
（文化的には直接関係ありませんが…タイトルつながりでｗ）

安倍首相の信念が大変な間違いを起こす！ @hg47k · 7時間7時間前 
官邸関係者による証言≪安倍発言≫『（仏テロで外務省は懸念も本人は）ちょうど注

目の中東へ行ける。俺はツイてる。』『世界が安倍を頼りにしているということじゃ

ないか。」←周囲はさすがに異様に感じた。「（中東支援）大したカネじゃない」

◇ http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150126-00000007-pseven-soci …

360人がリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1月26日 
身内の外務省も

『外務省内からは、今回の首相の中東訪問は「タイミングが悪い」という声が上が

った。ところが首相の反応は逆に嬉しそうで、周囲は、その言葉を聞いてさすがに異

様に感じた」

小学館：http://www.news-postseven.com/archives/20150126_299837.html …

https://www.youtube.com/watch?v=lz6d60ysb-Y
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150126-00000007-pseven-soci
http://www.news-postseven.com/archives/20150126_299837.html


…人質をわざと【殺させて】それを
【日本の戦争参加への口実に使う】以外の、

　何の目的が…？？？

（補足資料）

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038265825
＞つまり中東のイスラム教徒をはじめ、コンスタンティノープルやシチリア島のキリスト教徒は

異文化の存在に慣れていたために相手を人間と認め、寛容に振舞う準備ができていました。しか

しフランスやイングランドのような僻地では異文化と接する機会がなく、相手を決して融和でき

ない存在、人間として扱う必要のない存在とみなしてしまったのです。

ニッポン性腐と、【日本鬼】（リーベンクィ）どももだな…
（ーー＃）

脱線した検索オマケ☆

https://www.youtube.com/watch?v=16Z61T5tF4Q
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日15:20
余ル談ですが「必聴音源」の、１４分めから、

私が「萌え死んで」いるのは、

まちがいない事実です…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日15:32
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ちなみに支障があるかもしれないが書いておくと、

私はユカワ映像は「偽旗」（＠cmk2wl）だろうと思っている。
ＩＳＩＳは鬼ではないはずだ…たぶん。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月27日16:45
０４９７１０１．

惜しいッその前「９９」で、「１００」見損ねたッ☆

テンペスト @masaina3218 · 23時間23時間前 
外務省はさすがに首相のこのタイミングでの中東訪問に反対。しかし安倍は絶好のチャンスと考

えた。安倍が押し切った。絶好のチャンスと？

世界の真ん中で輝くために。それならやはり挑発しに行ったようなもんだ。

靖国に参拝して中国を挑発したように。挑発好きな人間だ。結果を予測してたかどうか？
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（１月27日）　「 目覚めてるんでしょう？　動かないのですか？ 」

http://85358.diarynote.jp/201501271645493076/

ＡＯＲＡ！「目覚めてるんでしょう？　動かないのですか？ 」

2015年1月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=kV33oNQRDHg

Lightworker @Lightworker19 · 7月30日 
【拡散】cmk2wl 北海道で何があった？　
空間線量。 http://pic.twitter.com/ucpZIwdlaW

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8月5日 
0.29µ㏜/h？2013年7月16日（岩見沢10:30〜16:30）@Lightworker19 cmk2wl
北海道で何があった？　空間線量。

http://pic.twitter.com/HaLSVNDeN5

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8月5日 
これも証拠として残しておく。

2013年10月12日 #北海道 泊村 9:00〜15:00
急激な放射線量の上昇あり。

https://twitter.com/cmk2wl/status/388937122821849088/photo/1
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https://www.youtube.com/watch?v=t9CpKVTYJw0

タニ　センゾー @Tanisennzo · 8月9日 
2011年3月15日、小中学校、普通に授業をしていた。　言葉がない。
http://www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html …
https://twitter.com/Tanisennzo/status/498228710776918017/photo/1

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

ポータルサイト 9@Urutormnda · 2時間2時間前 
ひっそりと人類滅亡のカウントダウン始まっちゃってる

 
ひみつ日記

 
あ、あとまた南極か貼るから☆（＾＾；）

（作業中に誤送信しちった★）

とりあえず貼ったｗ

https://www.youtube.com/watch?v=t9CpKVTYJw0
http://www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html
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（）　【英文記事】福島県で肥満が激増している理由は「被曝による中枢神経系の損傷
」

http://85358.diarynote.jp/201501271937014377/

♪　さよなら人類　♪　肥満が激増している理

由は

「被曝による中枢神経系の損傷」。

2015年1月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
https://www.youtube.com/watch?v=hw7oAFoddiE

War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
いまだに食べて応援とか言ってる人には、安部首相から福島県・佐藤知事に出された

出荷停止品目を見せてあげてください。

http://ln.is/www.kantei.go.jp/sai/m4LC …

こうちあきお @akiokohchi · 2013年8月4日 
報道されていないが、つい先日の7/30に、政府から福島県に、膨大な数の出荷停止品
目の通達がなされていた。

汚染はまだ続いており、除染だ、風評被害どうのではなく、抜本的に対応していかな

いと。

http://fb.me/HeOaQBdp

山の作曲家 近藤浩平 @KondoKohei · 2012年12月7日 
西日本の人はほとんど認識していないようだが、こないだ福島に行って地方紙を見て

、農作物の検査結果や出荷停止品目などがたくさん並んでいる紙面に、まだまだ続く

永続的被害の大きさを感じた。

山崎光明 @noppo0110 · 2012年11月20日 
ちょっと時間が経ちましたがあまり話題にならないのであらためて。まず目を通そう

。これ、いつからどういうふうに準備したんだろう。 RT @bcxxx 官邸から福島県知事
へ指示された、出荷停止品目一覧。
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http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20121115siji_fukusima.pdf … 
むご過ぎる。これが原発だよ。

https://www.youtube.com/watch?v=cA0b10hha8A

北濱幹也 @kitahamamikiya · 1月26日 
【風評じゃないよ】

■全世界が測定結果を踏まえて輸入禁止にしている日本の食品

この図はほんの一部分です

詳細はこのサイトで→

http://kingo999.web.fc2.com/PDF/kensa.pdf 
≪特定秘密保護法で見られなくなる前に保存して下さいませ≫ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/559511184294952960/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 10月23日 
ＥＵが日本の農作物輸入禁止を東日本から日本全土に拡大

http://amba.to/GDzuWW

https://www.youtube.com/watch?v=w-SBB6acvag

史上最悪観測士™ @SAIAKU50 · 3分3分前 
（被曝性中枢神経損傷型肥満症）

"@hanayuu:低気温のエクスタシーbyはなゆー: 【英文記事】福島県で肥満が激増して
いる理由は「被曝による中枢神経系の損傷」

http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/01/blog-post_708.html?spref=tw …"

https://www.youtube.com/watch?v=SrUAA0docAo

安藤昌益〔反自民！安倍独裁政権打倒！〕 @a14122528 · 11月10日 
"@garekino: 薩摩川内原発 
フクシマであれだけの惨状。そして薩摩川内原発はヤバイ。風向きで死の灰（放射能
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）がこんな感じ "
https://twitter.com/tomomut/status/530380627900514304/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=HKYPI4qxl8Q&list=PL5F816AF0F15D84BA&index=39

https://twitter.com/tomomut/status/530380627900514304/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=HKYPI4qxl8Q&list=PL5F816AF0F15D84BA&index=39


（１月27日）　（Ofcorse I remember you.）

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

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

（検索副産物とかフト思い出したものなどなど。

 
「日本式クリスマス」特集企画ｗだったんですが実行するヒマがなかったので、

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

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

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

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

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

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

（おまけ）

https://www.youtube.com/watch?v=4Uyp3thj7fo
あ〜いっぱい踊れていいな〜…☆
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（１月27日）　怪我したミミズクを保護したら、恩返しにネズミやヘビを狩ってきて
家族に振舞うようになった。

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

「赦しあい、信じよう」。

2015年1月27日 ★戦争反対★

終わりと言いつつ勝手にカーテンコールを２曲。

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

本日の「転載」作業まとめ。

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

振舞うようになった。

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

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

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


（１月28日）　精神的にコタエタ。

http://85358.diarynote.jp/201501280836055908/

一括大量死「多死の時代」が始まっている。

2015年1月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

（※追加：画像ないけど本が貼ってあります。＞）

http://diarynote.jp/items/books-jp/4403614019/

おはようございます。06時14分。
とりあえず前項参照願います。

ドカンと来ないで、じわじわっと絶滅中のようです…

「ブラジルで１８kmにおよぶ魚の死骸」が一番
精神的にコタエタ。(・_・;)

…南米に行ったら、いっぱいサカナが食べたいと思ってたのに…
(ToT)

とりあえずもっかい寝ます。

(T_T)

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
2014年12月20日　カナダ ブリディッシュコロンビア
ほぼ 250,000の鶏や七面鳥が死んでいる。鳥インフルエンザで安楽死。
カナダはやばい。

https://twitter.com/search?
f=realtime&q=from%3Acmk2wl%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80&src=typd
…

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
これも大西洋だけど、マサチューセッツ州ケープコッドにウミガメ1200頭が漂着。
大半は絶滅危惧種のリドリーウミガメ（ヒメウミガメ）2014年12月20日 

http://85358.diarynote.jp/201501280836055908/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/items/books-jp/4403614019/
https://twitter.com/search?f=realtime&q=from%3Acmk2wl%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80&src=typd


大半は絶滅危惧種のリドリーウミガメ（ヒメウミガメ）2014年12月20日 
https://twitter.com/cmk2wl/status/560097084842328066/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
2014年12月27日 
大西洋側だけど、サウスカロライナ州 フリップアイランドで100,000匹のヒトデが座礁
。

https://twitter.com/cmk2wl/status/560090231341215744/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
【重要】2015年1月7日 カナダ ブリディッシュコロンビア州
アメリカウミスズメ100,000羽以上が、太平洋岸に沿って死んでいる。
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cassin-auklets-found-washed-up-near-
tofino-1.2891409 … 
http://pic.twitter.com/EQlR0HiBz0

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
2015年1月14日 メキシコ
サンフェリペで 554羽の海鳥の死。
バハカリフォルニアの港では死んだ 4頭のアザラシ。
「水温の変化で魚が深く潜って鳥がキャッチできなくなったから」と。正気じゃない

。

https://twitter.com/cmk2wl/status/560073319337050112/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
15/01/2015 ブラジル
サンパウロのロングアイランドビーチに 18キロに及ぶ魚の死骸。 
コルビナ、メルルーサ、メカジキ、さらにはサメの仔まで。

底引き網漁のせいにされている。 
http://pic.twitter.com/8RP9zw9Bjs

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
2015年1月 インド チェンナイ　ヒメウミガメ 314頭がビーチで死ぬ。

cmk2wl @cmk2wl 

https://twitter.com/cmk2wl/status/560097084842328066/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/560090231341215744/photo/1
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cassin-auklets-found-washed-up-near-tofino-1.2891409
http://pic.twitter.com/EQlR0HiBz0
https://twitter.com/cmk2wl/status/560073319337050112/photo/1
http://pic.twitter.com/8RP9zw9Bjs


· 10時間 10時間前 
2015年1月20日
台湾 屏東県で鳥インフルエンザ。220,000羽を殺処分。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
2015年1月22日
オーストラリア ブリスベンでは クラゲの大量死。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
鳥インフルエンザで 40000羽の七面鳥。1/24
その前は 100000羽が殺処分。1/17
イスラエルニュース

これでも聴く？

https://www.youtube.com/watch?v=93mRKV-b0_k

https://www.youtube.com/watch?v=93mRKV-b0_k


（１月28日）　それでも、明日、物語の樹の種を、宇宙にまで蒔き散らそう…

http://85358.diarynote.jp/201501280848597681/

SEKAI NO OWARI 〜それでも、明日、

物語の樹の種を、宇宙にまで蒔き散らそう…
2015年1月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

もうヤケｗ　（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=Mi9uNu35Gmk
（あ、ゲームはプレイしたことないですｗ）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
「全電源喪失は起こらない」と答弁していた当時の安倍総理大臣。

http://matome.naver.jp/odai/2139169016828098101 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
こないだの、この国会答弁の後、阿蘇山が噴火。

そして同じ人が、3.11巨大地震が起こる前に「原発において、全電源がトラブルなんて
ない」と国会で答弁したが、結局、3.11の津波で電源がなくなり、冷却不能になり原発
４基が爆発しました。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/560064376518897665/photo/1

YosihumiKaneyasu @yamagutiube1955 · 1月24日 
八日待ちなのか青山葬儀場はRT@hanayuu: @onodekita 声優で大塚周夫さんは虚血性
心不全での「突然死」だった

http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20150124-1425547.html …

あきしろ はるや @yoyo4blank · 1月23日 
最近ニュースでもそういう特集見た気がするけど、想像していた以上に葬儀場の空き

待ち期間が凄くて。

冬場とはいえ式まで２週近く、霊安室すら空きが無い状態が１週近くとかほんとびっ

http://85358.diarynote.jp/201501280848597681/
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http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20150124-1425547.html


くりするでよ…

小林富久壽 @fukuju_k · 1月14日 
死亡者数が激増！都内の葬儀場は何処も予約待ち状態に！放射能被曝による突然死が

急増している模様！ - 真実を探すブログ http://fb.me/7glAmZGll

https://www.youtube.com/watch?v=od8CNHDkIJA

しまった、記事と音楽と本、逆の組み合わせにするべきだったな…ｗ

バイトに逝ってきます…
（今日は中番。バス通＋徒歩帰宅の予定…）
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日9:40
今更ながら再度言っておくけど関東の実汚染値はグラフの公表数値の「倍がけ」以上だからね？

http://fb.me/7glAmZGll
https://www.youtube.com/watch?v=od8CNHDkIJA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（１月28日）　それでは、皆さん、さようなら…

http://85358.diarynote.jp/201501280854068955/

それでは、皆さん、さようなら…
2015年1月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=qaQP0efeAQQ

いろいろ確執だらけではあったが、血を分けた実の母や姉弟と、

「生きてもう一度会う」機会は、もう、無さそうだ…

神奈川〜東京の、友人・知人・敬愛していた作者さんたちにもね…

（前２つと昨日のも読んでね…）
 
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日9:43
札幌はマイナス４℃で晴天。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日10:20
のど飴が買えないのが

最近の悩み。(∋_∈)

主な産地が東京・愛知・岐阜でいずれも水質汚染被爆量が甲状腺障害レベル。(-_-#)

昨冬まで愛用してた高知生姜は昨夏の汚染量を考慮して敬遠。

頼みの北海道は北見のハッカ飴には、無駄に発ガン性着色料が入ってる…(-"-;)

（輸入品は効かないし！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日9:02
〜０４９７ １ ８０、
＞０４９７ ２ ８０．

　（＾ｗ＾：）
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（１月28日）　神々か人類殲滅戦を始めているし。

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

あぁ思案。…ミエっぱり見苦し県の終焉。
2015年1月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

　

タイトル元ネタ漫画＠高河ゆんは後で貼りますわ…

鬱苦しい国、ニホンの、

見苦しい県、見栄と哀痴は、

もう、絶滅していいよ…(-_-#)

バイトの電話で話してて、これほど不快で傲慢で心身ともに不健全な客ばかりの地域って、他に

ない。

もう私は、地球人類絶滅とまでは言わないが、総人口５分の１くらいまでの「強剪定」に１票派

。ということで旗幟鮮明にしておく。(-_-#)

チハヤほどオヒトヨシにはなれん！

（貼った）

http://85358.diarynote.jp/201501290915283171/
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日15:13
そして私が自棄を起こしてバルス！と叫ぶまでもなく、紀伊半島は電波状況が異常に悪い。

(・_・;)

「桜島 異様」ツイッタ。

そもそもヤ八百万神加護の地、伊勢、島根、出雲、高千穂が、相次ぐ天災人災で、ズタボロ。神

々か人類殲滅戦を始めているし。(-"-;)

孤軍奮闘してニンゲンまで守ってくれてるのは慈悲深いアイヌモシリカムイだけだ…

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日15:22
札幌、急激な高い線量。

中性子線がバリバリ飛んでて、

レンジでチンされ状態。

数日以内にかなり死ぬ。

泊原発、コケたかな？(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日20:23
フィジーでＭ６。

札幌は雪が止んだらベクレも収まり、空間線量と空気は清浄ですが、殺気の…もとい、さっきの
中性子被爆で相当ダメージ細胞が増えた。(∋_∈)

また脱被爆がんばらないと、

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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癌ができるよ〜ん…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日20:24
てか、今夜は小児救急外来が

マンパンだと思う。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月28日22:55
太陽フレアと磁気嵐も凄かったようです。(ToT)
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http://85358.diarynote.jp/
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（１月28日）　電車の中でオバちゃん達の口から「かわいそうだけど死んでもしょう
がない」「親が普通の教育してたらこんなに人に迷惑かけない」なんて言葉がスラスラ
出てくる。

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

「地球人は滅ぶべきなのか、」

2015年1月28日 ★戦争反対★ コメント (4)
　

これね。（＾＾；）

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

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

でもそういえば完結版とやらはワタシまだ読んでないわ…☆

（絵柄変わっちゃってから敬遠してる…★）

ちょうどピッタリな曲あったｗ

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

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

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

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

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

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

人質の命の危険を承知の上で」と認めたわけだ。

http://85358.diarynote.jp/201501290915283171/
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人質の命の危険を承知の上で」と認めたわけだ。

教員球磨五月十一日 @TiaraToru · 1時間1時間前 
イスラエルの旗の下で演説しておいて、人質事件を承知で演説しておいて、いざ起き

たら「言語道断」。あとはヨルダンにお任せ。それでも言うことは「テロには屈し

ない。

だから自衛隊外に出します。」

こんな人です僕らの総理大臣

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

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

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

明るく保ち、世界で進んでいる闇の逮捕を待ちましょう！

それでも。

MONOGATARI　は　世界　を　救う　…？
 

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

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日9:52
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あ、日付間違いたｗ

今日、２９日！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日9:58
War Is Overさんがリツイート  
HIRO @kakiaki1005 
· 1月25日 
なぜ日本がこれほど軍拡化が進んでいるかと言うと、根本の理由は、『米軍の防衛費縮小に伴い

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

。

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

る

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日10:00
War Is Overさんがリツイート  
宮前ゆかり @MiyamaeYukari 
· 7月14日 
たったの一週間でもいい、テレビが戦場における殺戮の凄まじい写真やビデオをナマで放送し続

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

戦争を「概念化」し「消毒」して伝えるマスコミこそ、戦争美化に寄与している。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月29日10:03
War Is Overさんがリツイート  
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 
· 1月26日 
「テロリストに金を渡せば、その金で人が殺される。

だから、ＩＳには金を渡してはいけない」

この理屈は単独で見ると正しそうに見えるが。

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

弾攻撃し千人単位の民間人が昨年死んでいる。
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それは良いのか？

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

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

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

まう



（１月29日）　終わらない物語。「圧政と暴虐に抗してレジスタンスとして蜂起した
集団である」。

http://85358.diarynote.jp/201501290941223818/

終わらない物語。

2015年1月29日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=w9V3x61D994&index=4&list=RDqaQP0efeAQQ
この曲（かってに）貰った♪

これ用〜♪

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

http://85358.diarynote.jp/201501292153098818/

Let It GO and BE ＦＲＥＥ and Let THEM LIVE
with US. ... TO BELIEVE ? or NOT to BELIEVE
??
2015年1月29日 ★戦争反対★ コメント (1)
　

おばんです。２１：３５．

札幌はマイナス２℃。

「寒くなんかないわ」…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw&index=25&list=RDqaQP0efeAQQ

排雪大軍団がトラック１０台ほどの大行列つくって、

私の通勤路を整備してくれています。

　（＾＾）

貼ってあるものと＞

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA

トリガーと文章とかがそれぞれ支離滅裂ぽいですが。

手段はどうあれ、私はＩＳＩＬの根本的存在意義や目的は

「悪ではない」と、「信じたいので」信じます。

根拠は＞　ｗ（＾ｗ＾）ｗ

＞フューチャー…イスラム教に改宗し正式にアラルの婚約者となり、完結巻の第3話で結婚した。
現在は中央アジアにイスラム国家によるEU型の経済共同体を作ることを目指している。

（「信じるって、そういうことだろ。」by JB＠パーム・シリーズ）

そして、彼らが「圧政と暴虐に抗してレジスタンスとして蜂起した集団である」から。です…

きむらとも @kimuratomo · 37分37分前 
「危険を承知で行ったのだから自己責任だ」と罵っている人たち、ならば今回の邦人

拘束事案を例に挙げ、人質救出に自衛隊海外派遣を可能にする法整備を検討するとい

う安倍政権を「冗談じゃない」と激しく非難するのが当然のはずだが、彼等から安倍

政権を罵る声は聞こえて来ない。ある意味滑稽な現象だ。
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Ⓜペッコ @pecko178 · 55分55分前 
「人質救出」という名前の戦争

結局コレがしたかった。自衛隊が向こうに行きその自衛隊員が人質になったら？

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150129-00000123-jij-pol …
「自衛隊による在外邦人救出を可能とする法整備」

兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 58分58分前 
同調圧力。これは「長いものには巻かれろ」という、日本民族の奴隷根性が露出した

ものだ。安倍の外交失敗と、それが招いた人質交換を批判してならないのなら、戦争

になっても、お国のために戦っている兵士を前にして黙れ、ということになろう。こ

れが1％に都合のいい愚民化策であることを知るべきだ。

柴山哲也（ジャーナリスト） @shibayama_t · 1時間1時間前 
ＢＢＣはニュースのたびにヘッドラインで人質事件の続報をやるのでずっと見ている

。ヨルダン政府の苦悩を報道しながら、キャスターが「日本はポジティブなプレーヤ

ーというより傍観者のように見えます」とコメント。そうか、自分の国がテロに巻き

込まれているのに、外国人にはそう見えているのか。

Tetsuya Kawamoto　 @xxcalmo · 2時間2時間前 https://www.youtube.com/watch?
v=6exx0sB_iOA
田母神氏による、人質に対する「在日認定」というヘイトまみれの人格毀損には心底

驚いたが、ならば私も彼に対して書いておこう。陸奥の田母神姓は東北に出向いた坂

上田村麻呂に由来するとの伝承を持つが、坂上氏はいうまでもなく東漢(やまとのあや)
系統の朝鮮渡来系名族である。隣国蔑視あるまじき。

渡邊芳之 @ynabe39 · 2時間2時間前 � 東京都 渋谷区 
人質がもう一人いたことももうみんな忘れ始めている。

https://www.youtube.com/watch?v=7MaF-bWeLGw&index=34&list=RDqaQP0efeAQ

https://www.youtube.com/watch?v=ruE7p7Al_Mc
https://www.youtube.com/watch?v=5oTEq-Bb0WM

おやすみなさい。

SALAAM！
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日8:54
. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
あら？　人質の件は、どこもテレビ報道してないですね。

今は、３０日０１時０６分。殺害の期限が過ぎたら通常放送なんだね。欧米では考えられない。

どこの民放チャンネルを観ても、このことをやってないんだね。すごく異常。とても異常な状態

。（ちょっとNHKぐらいか。）
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（１月30日）　JUST ワイルド LOVE SONGS。

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

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

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

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

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

おまけ。なのねｗ

https://www.youtube.com/watch?v=1yHgyu4Z6XM
https://www.youtube.com/watch?v=U4PVKctv6iM

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

あ、時間切れｗ
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日11:18
前２つ追加してあるのでチェックプリーズ。

サウジアラビアでＭ４。

色々、揺れてるなぁ…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日11:33
「Ｍ２ 中規模フレア Ｘ線」
ツイッタ。

しばらく沈静化してた太陽表面が再び活発化。

紫外線だけでも

殺傷力がものすごい。

オゾン層はどうなる？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日15:54
Ｍ級フレアが連発中。

南半球の紫外線死骸が怖い量。
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てか、南極の氷が熔けるッ！

(‾○‾;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

「急死と病気退職が相次いでて働ける人数が激減している」

ってこと。だからね？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

なにしろ「アラブ時間」だけに向こう３年くらいかかっても、

気にしないｗ

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月30日21:40
関東人口過密地帯直下Ｍ５級。

（；‾Д‾）しかも連発。

「分割払い」でなかったら、今頃すでに首都圏壊滅でしたね…

何故、間に合うあいだに逃げないの？

ソドムとゴモラの愚民どもは…
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

Someday I will REFIND YOU.
2015年1月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
（またもや承前でｗ）

この曲は、とっくに「勝手に頂戴済み」ｗ

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

これ増えてるからねｗ

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

フロはいって寝ますぅ〜…☆

p.s.I love you.
https://www.youtube.com/watch?v=vg5vziU-qIs
 
編集する

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日1:03
鳥取と高知で線量異常。

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

私のアタマがちょっとコワレかけてるくらい、むしろ当然だよね…(∋_∈)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

南アフリカ！(＠＠;)でＭ５！

どころかロイヤリティ島で…
Ｍ６Ｍ５が連発花火大会…

ヽ（・＿・；）ノ

どこだロイヤリティ島！？

(・ω・;)(;・ω・)
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（１月30日）　絶望。

http://85358.diarynote.jp/201501302155217056/

逃亡絶望。(ToT)
2015年1月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
ツイッタ。

「ブラジル ウルグアイ 国境 死んだ亀」
…もはや地球上には棲めない！

(・_・;)
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（１月31日）　被曝で脳がコワレてる？？⇒　「懐かしい火星」　まで行ってやる…
ッ

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

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

　

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

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

なんかもう色々連日凡ミス続発で。

たぶんかなり被曝で脳がコワレてる？？

（－－；）

まぁいいや。

「何度聴いてもイイ曲だ！」♪

と、「うちの長女」サキ・ラン＝アークタス

http://85358.diarynote.jp/201501310848055860/
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（設定として、元プロダンサー志望だった人）が気に入って、

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

（＾＾；）

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

あともう一曲、最近のお気に入り♪

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

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

フクイチがものすごいイキオイでケム下げられていますが…

茶番だね。（－－＃）

「他へ拡散されてる」だけ。だからね…★

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

「かまいません、殺しなさい！」

（byリリーナ＠ガンダムＷ）と…

（＾＾；）

「自称：非暴力不服従直接行動／絶対平和主義者！」のくせに…
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やけをおこして今スグ【地球人類殲滅掃討作戦】を、

始めたくなっているバカりすは、私です…

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

うそだ。ぜったい１５０歳まで生きて、衛星軌道から地球を見下ろしてやるッ

てか、「懐かしい火星」まで行ってやる…ッ
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日8:52
とりあえずタイマー鳴ってるので、

バイトに逝ってきます…（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日0:59
あ、トリガの貼り間違え発見…（－－；）…
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（１月31日）　あたま完全に動かない。大脳新皮質まで養分まわってない。

http://85358.diarynote.jp/201501311119342976/

「迷える里守は霧樹の下へ行け」。

2015年1月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

めも。後で『エイリアン通り』貼ること。

あたま完全に動かない。

大脳新皮質まで養分まわってない。

ワニの脳ミソ（生存本能）が

「この先半年は生き延びるので精一杯」って言ってる。

エネルギーレベル落として。

慣行運転で微速前進ヨウソロ…

車が来てるのにの検索結果 

uukka @ukkayukka · 10時間10時間前 
私も頭やられてきたのか、ボーっとしてるのか、車が来てるのにそれが見えずに発進

してしまった。あーもうホントに気を付けないと…。何で見えなかったんだろう…。
オラァ！しにてぇのか！（こっちの言葉だと、くらすぞ？）ってパッシング＆クラ

クションやわれたけど文句言えまへん。すんません…

めいちゃん @snoopymaygon · 9時間9時間前 
@ukkayukka うわ、危なかったね！　ぶつからなくてよかった^^　
私も、ここ数年（もちろん３１１後）、見てるつもりが見えてないで気が付いたら車

が目の前で冷や汗ってことが何度も；；

yukka @ukkayukka · 9時間9時間前 
@snoopymaygon ほんと事故らなくて良かった＞＜；めいちゃんもこういうことある
のか…ホントに気を付けないとね。しっかり左右見たのに何故って今も思ってる。ち
ゃんと見たはずなのに視界に（脳にか）入ってきてないなんてヤバいよねこれ…
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めいちゃん @snoopymaygon · 8時間8時間前 
@ukkayukka うん、脳で認識ができてないんだと思う、、、こわいよね。
私は、胸痛やしびれなど明らかにホの症状が出てる時に、こういうボケが起こるよ。

yukka @ukkayukka · 8時間8時間前 
@snoopymaygon あー私も今日外に出たときにちょっと特有の頭痛がしたんだ。ボケ
症状はほんと危険だから慎重に慎重にだね(ｰ ｰ;)

めいちゃん @snoopymaygon · 8時間8時間前 
@ukkayukka でしょ。３１１後は異様に交通事故、とりわけバス、トラックみたいに
プロでさえ事故が多いのも、ほんとはホでのボケ症状だと思うよね。

ぐれーす @gracefuldecay · 12時間12時間前 
横断歩道じゃないところを車が来てるのに平然と渡り出すヤツ割と轢き殺したい

ちり @rabileach · 23時間23時間前 
車が来てるのにそこで渡ったらだめだろってタイミングで横断してた歩行者がいたん

だけど、私はその車のほぼ後ろから見てたから近いように感じただけで、実際はけっ

こう距離あったんかな…。

やのけ�� @kkkamato · 1月30日 
3メートルくらい先に車が来てるのにぼけっとしとって気付かなかった。

mayumi @sakura_iro_27 · 1月28日 
普通に車を走らせていたら後ろから車が来たのは見えたんだけど明らかに対向車が来

てるのに追い越しをかけてきてこわかったー！

とても見晴らしがいいところだから見えないはずはないのに。そして車には安定のお

年寄りのマーク付き。お年寄り！！おちつけ！

ぱんだすきー@朝 @ismonochrome · 1月28日 
ちゃんと歩道もある道で後ろから車が来てるのにイヤフォン付けながら車道の真ん中

歩いてる奴なんなの？

及川正宗 @RockBlanc · 1月24日 
車が来てるのに平気で横断歩道でもないところを渡る人の気持ちがわからん。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日11:20
画像はどうでもいい

３年前のやつ(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日15:49
フクイチ直近にＪＲ東日本が

殺人バスを走らせるとか。

(-_-#)
運転手さんの命が何日もつか、

不謹慎トトカルチョでもするかね…

（未必の故意！蓋然性殺人！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日15:52
Ｍフレア２回。

アメリカの豚の死亡。

シリアを悪者に仕立てたくて

見苦しいアメリカ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年1月31日15:59
私はさっきＡＴＭで下ろした現金を取り忘れて立ち去りそうになったくらいアタマぼろぼろ。

回りも不具合なひと多し。

バイト先はトイレとかあちこちでみんなが転職情報のやり取りをしている状態。

今日もひとり、中堅だった人が退職。
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「柔軟剤は

健康増進法で規制されるべき」

ツイッタ。
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火涙沢の者がたり。（２）　2015年1月1日 
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火涙沢のへのへのもくじ。（作業中）　2015年1月1日
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（一曲追加！）　「憎むことでは解決しない」　2015年1月2日
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「みんな大好き原子力♪」　2015年1月2日 
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「最強呪文」。　2015年1月2日
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「一家に一台、原子力♪」　2015年1月3日
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（２コ前の続き）　2015年1月3日
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『 火 涙 沢 の 物 語 』 …「画のない絵コンテ」。　2015年1月3日
 
http://85358.diarynote.jp/201501031531277936/
リアは、働きます。（１）…『画のない絵コンテ』　2015年1月3日
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http://85358.diarynote.jp/201501071723473370/
参照音楽：【提供　明和電機】（嘘）。…妄想 大暴走半島 一周！　2015年1月7日
 
http://85358.diarynote.jp/201501071903427012/
「こんな時代の漏れの中で」…（違っ　2015年1月7日
 
http://85358.diarynote.jp/201501072010476103/
（さらにマイナー？チェンジｗ）＞【大幅？改稿】 　スリギ、馬笥に乗る。…『画のない絵コ
ンテ』

2015年1月7日
 
http://85358.diarynote.jp/201501072020168021/
「リアは、働きます。」（２）…『画のない絵コンテ』。　2015年1月7日
 
http://85358.diarynote.jp/201501100849379135/
（ベッタベタな設定参考資料）★　2015年1月10日
 
http://85358.diarynote.jp/201501100858427181/
裏設定ｗ（作業用）　2015年1月10日
 
http://85358.diarynote.jp/201501110823038971/
「知らん権利と、ほっとく義務」。　2015年1月11日
 
http://85358.diarynote.jp/201501110851078404/ 
【秘密禁止法】バンザイ！…『画のない絵コンテ』（作業難航中／とりあえず「参照音楽」さし
かえｗ）

2015年1月11日
 
http://85358.diarynote.jp/201501131117479318/
1月13日の日記…りす頭は踊り続ける…♪　
2015年1月13日
＞"陰謀論”という用語自体を発明したのがCIAだということを最近知った。
＞重武装してテロを起こしに行く時、身分証名書、しかも本物を携帯する？？？

 
http://85358.diarynote.jp/201501142056112578/
知らし無・寄ら死む！…【画のない絵コンテ】　2015年1月14日
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http://85358.diarynote.jp/201501172139404200/
「早くなりたい、銅鑼轟禽…！」（おかわり２曲。）　2015年1月17日
 
http://85358.diarynote.jp/201501172202439883/
海猿 [DVD]…国民にはやたら強い海保！（笑　2015年1月17日
 
http://85358.diarynote.jp/201501172244193045/
安倍はついに大阪府警を沖縄入りさせるという。弾圧専門部隊です。　2015年1月17日
 
http://85358.diarynote.jp/201501190841193915/
ファミマ本部から、とんでもないことをされていたことが判明。　2015年1月19日
 
http://85358.diarynote.jp/201501210902228309/
戦時中と同じかな。　2015年1月21日
 
http://85358.diarynote.jp/201501220055178972/
STAND with 【ＰＥaceＯＰＬＥ】, allways... for/ever-green... !!　2015年1月22日
＞山猫クロトの…もとい、
＞黒猫ヤマトのメール便が、

＞イキナリ廃止とな？(-_-#)
 
http://85358.diarynote.jp/201501231739061393/
ＳＡＬＡＭ alarm.（＾ｗ＾；）　2015年1月23日
 
 
http://85358.diarynote.jp/201501232016069992/
ＳＡＬＨＡＭ！　2015年1月23日
 
http://85358.diarynote.jp/201501232145575032/
KILL them? or, LIVE together ...?　2015年1月23日
 
http://85358.diarynote.jp/201501232237034298/
ＳＡＬＨＡＭ...「さはあらむ」... ＷＡＲ is ＷＡＬＬ...！　2015年1月23日
 
http://85358.diarynote.jp/201501271820298065/
拷問なんて絶対やだー！／一日12時間の6日労働、すき家店員とか「戦時徴用以下」。
2015年1月27日
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http://85358.diarynote.jp/201501271837101664/
残忍で狂気的な集団だとイメージづける／米軍空爆に反対世論が起こらない

／日本政府が関与している証拠です。　2015年1月27日
 
http://85358.diarynote.jp/201501272027232219/
福島の甲状腺がん／被害が直撃するのはこの世代。　2015年1月27日
 
http://85358.diarynote.jp/201501272114495108/
肥満が激増していて／1,619人がリツイート。　2015年1月27日
 
http://85358.diarynote.jp/201501291007238530/
「発病するのは10万人あたり6万人。」　2015年1月29日
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（２月１日）　血液型はAB型、

http://85358.diarynote.jp/201502010047234985/

エイリアン通り(ストリート) (第1巻) (白泉社文庫
)
2015年2月1日 ★戦争反対★
　

http://85358.diarynote.jp/201501311119342976/
が、これね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E9%80%9A%E3%82%8A
 
＞シャール・イダニス・モルラロール：本名はシャール・イブン・サウド・アル=ジャザイリー。
1965年2月14日生まれ（第1話の時点では17歳）、血液型はAB型、身長183センチ強。アラビア半
島の架空の小国「ジャザイリー首長国」出身。

 
＞セレム・ジン=スフィル：本名はザイード・ハーディー・アリー・アフマッド。名前のように見
える“セレム - ”は実はあだ名。遊牧民の族長の息子

本文は明日？時間があったら書きます用の空欄…。
（＾＾；）
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（続きます）。

 
 
 
 
 
 
 

続きます。

（＾＾；）
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