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（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）
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（２０１５年２月）（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年２月）

（上旬）
 



（２月１日）　…どうせコワレルなら、「愉しい妄想」のなかに耽溺して、雪崩れおち
てやる…っｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201502010039126088/

BE LONG LIVE TO ... 返歌…？（＾ｗ＾；）
　（頭がパラッパラッパーになります。）

2015年2月1日 恋愛 コメント (2)
 
 
元気に徒歩通勤でしたんですが。

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

気が憑いたら（＾＾；）もとい、

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

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

返歌ですか、これはｗ

検索して、探しちゃったじゃないか、

頭のなかで響いてるのと編曲が同じやつ…ｗｗｗ

あとこれも唐突にＢ面？で演奏してましたが…。
（＾＾；）

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

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

おやすみなさ〜い…（＾＾）／

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

害が起きますが最も多いのは、知能障害で程度の差だけです。

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

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

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

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

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

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

ます。http://bit.ly/12YuqH4

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

被曝すると脳細胞にも影響が出て知能や情緒に障がいが出る。

https://www.youtube.com/watch?v=KEvBRncjZ28

25人がリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 1月27日 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-2U
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「被曝国アメリカ」という本のなかに、米海兵隊で大規模な統計知能調査を行った

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

…うわぁ…＜（－－；）＞…

私、１９６４年生まれ…（ＴＴ；）

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

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

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

工学部原子力工学科の学生より優秀であり将来が期待できる」と話した。 
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030201001752.html …
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日0:39
０　４９７　４９７　！

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

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

免疫力低下、持病の悪化。果てには癌。

知能低下、無気力症、頭がパラッパラッパーになります。
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（２月１日）　大事な人と、大事な命や夢は、大事にしましょう。

http://85358.diarynote.jp/201502010619421780/

原発 直下 地震！（＋パナマ運河が壊れたら、

地球全海洋にまわるまわるフクイチ汚染…）
2015年2月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

 
福井の原発銀座と、

石川の原発直下で、地震。

パナマ運河と、

アラスカで、Ｍ５級、連発中。

大事な人と、

大事な命や夢は、

大事にしましょう。

無事を、いつまで、

キープしていられるか…？
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（桜島、大噴火の予定？！）

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.0】福井県中部 深さ9.6km 2015/02/01 01:49:31
(G)http://j.mp/167c1um (Y)http://j.mp/1zkopTU (アニメ)http://j.mp/1tKULpU

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【最大震度4】(気象庁発表) 石川県能登地方 深さ約20km M4.4 1日00時42分頃発生 
(G)http://j.mp/1ClrXHE (気象庁)http://j.mp/16b78Bh

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2 時間 2 時間前 
この地震も心配ですね

福井県の「原発銀座」と言われる原発が複数ある周辺で、深夜から２発の地震が起こ

ってる。

（http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150201004256.html …）
（http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150201014938.html …）　
去年11月末ごろから、日本海側で深発地震が増えてる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
富山湾

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/561550912338923520/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
01月31日20時24分の爆発時の桜島
（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150131203635_506.html
…）
火口が崩れて、広がってきて見えるな。これだけ連日、噴いてても、まだ山体膨張を

続けていると気象庁。山体膨張が収まった時が警戒だと言ってる。
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地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M4.7】SOUTH OF PANAMA 22.0km 2015/02/01 03:55:44JST, 2015/01/31
18:55:44UTC
(G)http://j.mp/1vlMYzW (USGS)http://j.mp/1zl8eWi 

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M5.1】SOUTH OF PANAMA 9.5km 2015/02/01 03:57:48JST, 2015/01/31
18:57:48UTC
(G)http://j.mp/1JXw0e5 (USGS)http://j.mp/1ClMEDn

ここ！　要　大警戒！！！！

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M5.2】PRIBILOF ISLANDS, ALASKA REGION 1.0km 2015/02/01 05:47:09
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1EWxTVE (USGS)http://j.mp/1EWxTVG
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（２月１日）　「地球統一記念日式典」の振り付けに使った曲。

http://85358.diarynote.jp/201502010827096960/

訂正。（＾＾；）　ぷらす蛇足。

2015年2月1日 リステラス星圏史略　（創作）
　

昨日コレに貼ったトリガーが完全に間違ってましたｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201501310848055860

「何度聴いてもイイ曲だ！」♪

と、「うちの長女」サキ・ラン＝アークタス

（設定として、元プロダンサー志望だった人）が気に入って、

＞http://76519.diarynote.jp/200705040331120000/
「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

いや、上に貼ったのもいい曲だけどｗ

正しくは、

「サキが気に入って地球統一記念日式典のペア＋集団アイスダンス用の振り付けに使った曲」は

、こっち…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=8GcxJ8Py3Vo

どっちかというとこの曲は、

https://www.youtube.com/watch?v=YpZVulDvwyY
『禁未来死／亜細亜彷徨編』に、ピッタリ…な、カンジ？

　（＾＾；）
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（２月１日）　〜 just LOVE SONGS 〜

http://85358.diarynote.jp/201502010900022884/

ぶきよう系。〜 just LOVE SONGS 〜

　「どうしても、伝えたい気持ちがある」…。
2015年2月1日 音楽 コメント (1)
　

（前項失敗で、ちょっと懲りたので、ベクレ脳を考慮して、タイトルも波浪ｗ）

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

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

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

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

追加。（＾ｗ＾）

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月1日9:00
札幌は雪予報を無視した晴天。

午前７時でマイナス２℃。

タイマー鳴ってます。

バイトは中番。バス通予定。



（２月１日）　札幌でも急速に脳ベクレ発症者が増えつつあるが、「ペットボトル飲料
ベクレ」があると、…気づいている人は、そもそも飲まないだろうな…

http://85358.diarynote.jp/201502011013184650/

質問「イラクに大量破壊兵器はあったのか？」

2015年2月1日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (7)
何度、

「メディアを操る悪魔狂資本」に騙されたら、気が済むんだ？

私はＩＳＩＬの無実を信じる。

自作自演のデッチ上げ残酷画像でないというなら、

ニホン酷性腐は、

「二人の遺体の返還」

を、要求するべきである…

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日10:33
アラスカと

アリューシャンの

連発地震が凄すぎる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日14:54
「太陽風 高速 コロナポール」
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「関東 遅」「急病」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日15:07
札幌でも先週あたりから（私も含めて）急速に脳ベクレ発症者が増えつつあるが、

ひとつの要因として、

「ペットボトル飲料ベクレ」があると、…気づいている人は、そもそも飲まないだろうな、
北関東や東北や近畿の水が、

詰まっているペットボトル…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日22:00
「太陽の南極 コロナホール」
「彗星近日点通過」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日22:04
やはり人質殺害画像はニッポン酷性腐の依願を受けた米軍ハリウッド師団あたりの捏造情報戦テ

ロであろうと確信を持ちました。

だって、ＩＳＩＬにメリットも動機も無いもん！

敵は煩悩地にあり！(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月1日23:13
０

４９７

５６７。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日11:37
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れんだいこ @rendaico · 2月1日 
今日の日本とベトナムの友好関係はベトナム戦争当時、日本が韓国のように米国側で兵士を派兵

し加担しなかったことによる。韓国は修復に苦労している。こういうはっきりしたことがあるの

に日本が遠い中近東の戦争に米国側で加担して猛進しつつある。原発政策同様、アベコベ対応政

治ばかりしているんだな

 



（２月１日）　【ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ】（個人的、返信。）　

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

【ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ】（個人的、返信。）

　【＋大半のニホンジンのための、蛇足な補足

】

2015年2月1日 恋愛 コメント (1)
 
 

えぇ〜？　これ？（＾＾；）

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

これはあんまし、そんなに好きじゃないよ。

いや、曲に文句を言うつもりはないけど、

ヒール履いて爪塗ったくった女、

つう登場人物が、私の好みじゃないさ★

ｗ（＾＾；）ｗ

ＴＭＮの最高峰ていったら、やっぱこっちっしょ！？

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

おまけ☆

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

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

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

おやすみ〜♪　（＾＾）／

https://www.youtube.com/watch?v=52-kap_b2dg

※大半のニホンジンのための、蛇足な補足。

「サボタージュ」

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

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

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

…たんに「授業をフケル」ことじゃないのよ〜☆

…（＾＾；）…

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

「日本人の国外逃亡の意欲をそぐ」（テロの対象になるぞ！）

だけ？(-"-;)
だったりして…

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

罵禍すぎるッ(`ヘ´)

その前に地球が壊れるッ(ToT)
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（２月２日）　「私が夢で視た、イラクのあの仲間たち」…彼らが、つまり、「イスラ
ム国」の、中核なのか…／…まず、自分の心理と向かい合ったほうがいい。

http://85358.diarynote.jp/201502021657121733/

ISLAMIC STATE , I stand with you .
2015年2月2日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (6)
　

魂なＢＧＭ。

https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8
https://www.youtube.com/watch?v=YxxNafzT5No

私はアメリカ軍が「イラクで何をしたか」を知っている…。

だから、

私は「イスラム国」の苦境と苦悩がわかる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%9B%BD

手段や権力体制に問題があるとは思うが。それでも。

「世界中が敵になっても」私は、

アメリカより、ニホン【酷性腐】より、

　イスラム国を、支持する…。

T. HIRANOさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors 
· 2月1日 
本当になんなのこの国・・・(°_°) 
https://twitter.com/value_investors/status/561699135070277632/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前 
ほんとそうですよね。あの米国の軍事力でも滅ぼせない理由は、武力が武力を増大

する。そこに日本は参戦すると言ってます。阿呆かと思いま

すRT"@GoodBye_Nuclear 世界最強の米軍がテロを防げない。自衛隊が海外の戦争に
参加して、日本が日本人がテロの標的となる危険性は確実に増す

http://85358.diarynote.jp/201502021657121733/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201502021657121733/
https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8
https://www.youtube.com/watch?v=YxxNafzT5No
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%9B%BD
https://twitter.com/value_investors/status/561699135070277632/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前 
テレビで「イスラム国」と連日、聞いてると勘違いする人がいる。『イスラム』が全

面的に悪いと勘違いする人が多くなる。そんなこたーない。イスラムの人達は日本に

好意的だ。そういう間違えた認識にならないように、日本のメディアには責任があ

るぞ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 20時間 20時間前 
他にいるだろうね。拘束されてる日本人が。

だっておかしいですよね。ヨルダンの女性死刑囚は自爆テロの女性。ISISの権力者でも
ない「お前は死んで来い」という、ただの捨て駒の女性。それを釈放の条件にしてる

というのは様々な「世論の分断」が目的じゃないの。たぶんいると思う。他の日本

人が。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
ほんと思うけどね

「安倍、勝てない戦争に参加した向こう見ずな決断をした。あなたの国民はどこにい

ても殺されることになる」と言ってるキチガイ集団の、アメリカも武力で制圧できな

い残虐組織に、あべくんが「罪を償わせる」なんて軽々しく言ったら、またその発

言を、やつらに利用されるんじゃないの

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
超過激派テロ集団を生んだのも、アメリカのイラク戦争がきっかけですよね。あの時

もアメリカの専門家には反対してる人がいた。でもやった。アメリカも、これ以上の

自国の犠牲者を出せないと、なんだか中途半端な状態だった。その結果、治安が維持

できなくなり、結果、今回のような過激派を生んだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 22時間 22時間前 
俺たちは必要以上に、萎縮しない方が良いと思う

それがやつらの狙いだから。あんな残虐な動画を編集して、日本へ恐怖を与えるのが

目的だから。ただ問題だと思うのは「我々の常識を遥かに超えた残虐な事をする集団

」だから、そんな相手にトップがムキになったり、表現方法を間違えたら、更に深刻

になる

どうもＴＨ氏は国際情勢については認識が甘いなぁ…
（＾＾；）



＞アメリカのヘーゲル国防長官も、2014年8月14日に「イスラム国」について次のように語ったと
いう[8]。
「（イスラム国は）テロリスト集団の域を超え、イデオロギーと、戦略や戦術に長けた高度な軍

事力、そして資金力がある。これまで目にしてきたどの組織とも違う。 われわれは万全を期さな
ければならない[8]」

ＴＨ氏、イラクでアメリカが何をやらかしたか…

どれだけ「残虐」なのが「アメリカ軍と民間傭兵会社」であるのか…

知らないの…？？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
いぬHK：７時のニュース

「これから日本人は、世界中、どこにいても、テロの対象になるのだと意識しなけれ

ばならない。」　始まったな。

＞ http://85358.diarynote.jp/201502020000142685/
の、コメント欄につながる…（－－＃）…

T. HIRANOさんがリツイート 
落合洋司　Yoji Ochiai @yjochi 
· 2月1日 
イラクのフセイン政権を、ガセネタの大量破壊兵器保有を理由に壊滅させたのは米国

。それによる治安崩壊がISISを生み出してしまった。対米追随が、常に平和につながり
日本の国策に沿うわけではない、という、冷めた現実感は必要だと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk&list=RDYxxNafzT5No&index=5
 
       
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201502020000142685/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日17:02
あと、気づいたことだが、大半のニホンジンは、後藤健二氏に対する「嫉妬」があるため、反応

がわやわやになる…

何であれ、この壁はないが海に囲まれた放射能アウシュビッツで、わけもわかってないまま蒸し

焼きに殺されていくニホンジンの大半に比べれば、

自力でアラブという異世界にまで行き、「世界のために自分ができる全力を尽くして」

劇的に生きて死んだ？のだから…

うらやましくて、しかし、それを態度や口やココロの表層に出したら、

「やっていけなくなることが判っている」から…

受けた本当の衝撃と嫉妬と苦しみを、「イスラム国バッシング」に、すりかえて、アバレテいる

んだろうなぁ…

水から揚げられて甲板で暴れている鰯のような人生…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日17:06
ていうか、いま気づいた。

「私が夢で視た、イラクのあの仲間たち」…

彼らが、つまり、「イスラム国」の、中核なのか…

　ｗ（＠ｗ＠；）ｗ

がんばれ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日17:18
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1日 1日前 
2月1日 16時11分 【共同通信】

http://85358.diarynote.jp/
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「武装したテロリストが東北電力東通原発（青森県東通村）への攻撃を計画していると想定し、

青森県警と陸上自衛隊が１日、合同訓練を実施した。」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:28
cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
あの二人は元気でやってる。首もしっかりつながった状態で、整形してつるッパゲになって、銀

座の千疋屋でフルーツパフェでも食べている姿が見られる。心配しなくていい。

役者なんだから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
元FBI長官クーパー「人々には怪物のような陰謀は信じることができないというハンディがある
」「個人は、あまりにも巨大過ぎて存在することが信じられないほどの陰謀と直面することによ

って不具にされている」

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
そして、それが爆発的な怒りになるのを、為政者達は先刻ご承知。

彼らが描いたストーリーで物事が運ぶ。

単純さが故に、

反応がわかりやすいが故に。

cmk2wl @cmk2wl 
· 16時間 16時間前 
みんな、まだ何かを信じている。

とんでもない、壮大なスケールの「騙し」があるとは思ってない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 17時間 17時間前 
世論誘導の手口、情報統制のテクニック。

・攻撃相手にレッテルを貼る。

・スローガンで自国の正義を煽り立てる。

・権威付けで、正当性を強調する。

・権威者・カリスマに協賛（ステマ）してもらう。

・自分たちが味方であると一体感を強調する。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300754 …

cmk2wlさんがリツイート  
Cäsi @Entelchen 
· 1月31日 

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


「今の時代、国が我々に嘘をついていることに気づいた者はキチガイ扱いされる。さらにその嘘

を告発しようとすると陰謀論者扱いされ、この嘘についてギャグを言うと投獄される。」（テロ

賛美容疑で逮捕されたフランスのコメディアン、ディウドネ・ンバラ・ンバラ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:28
cmk2wlさんがリツイート 
Cäsi @Entelchen 
· 1月22日 
「私の経験上（大手メディアの）ジャーナリストとは、現実の暗部を直視し、徹底分析すること

がむしろ苦手で、代わりに現実の不安を取り除いてくれるお決まりの言説や既成の解説方法にす

がりつきたがる人達だ」（独元ジャーナリスト、ファン・ロッサム）

http://www.nachdenkseiten.de/?p=24698

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:37
cmk2wl @cmk2wl 
· 2月1日 
自分と向きあったことがなければ、人と語るべき何も持たないんだよ。

抑圧、投影 、取り入れ、合理化、退行、昇華、打ち消し等々、自分の心を守るメカニズムが、お
かしな方向に働くとスパムにまで成り下がってしまう。

まず、自分の心理と向かい合ったほうがいい。
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（２月２日）　私は「湾岸戦争の前」に、「どこかの砂漠の国。大国に一方的に絨毯爆
撃されて首都壊滅。」「いったん撤退し、奥地にて再戦を企図する人たち」の、「予
知夢」を、視ていました…）

http://85358.diarynote.jp/201502021757263209/

「押しつけられた国境」を消し去ろうとして

いる。but, PLEASE ! NO WAR...
2015年2月2日 チベット有問題 ！ コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=h4PqLKWuwyU
Martin Luther King and Malcolm X Debate 

（前項参照）　気分なＢＧＭ。

https://www.youtube.com/watch?v=Imz9oFipliE

（前項コメント欄、参照）。

 
（私は「湾岸戦争の前」に、

「どこかの砂漠の国。大国に一方的に絨毯爆撃されて首都壊滅。」

「いったん撤退し、奥地にて再戦を企図する人たち」の、

「予知夢」を、視ていました…）

参照

。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%9B%BD

＞人権侵害

＞2014年9月にイスラーム国のイラクでの人権侵害を非難する決議が国連人権理事会で全会一致で
採択された。

＞特に、欧州などからやって来ている戦闘員は残虐な行為する者が多い

「手段」には問題が多い。しかし、

「国家再建」という理念は、否定ができない。

＞イスラーム国が動画などで自らを指す場合は、単に「ダウラ」（＝国、国家の意）という言葉

を使う事が多い。

ほら、まさに、「ダウラ」。

…夢で、聴いてた合言葉…。

http://85358.diarynote.jp/201502021757263209/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
http://85358.diarynote.jp/201502021757263209/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4403500110/
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https://www.youtube.com/watch?v=Imz9oFipliE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%9B%BD


…（－－；）…

＞主張する領土[編集]

第一次世界大戦中の1916年に、イギリスはフランスやロシアとともにオスマン帝国の領土を、ア
ラブ人やクルド人などの現地住民の意向を無視して、自分たちの勢力圏を決める秘密協定「サイ

クス・ピコ協定」を締結し、戦後その協定に修正を加えて国境線を引いた。オスマン帝国領から

西欧列強の植民地となった地域はその後独立したが、シリア、レバノン、イラク、ヨルダンとい

った国々に分割されたという歴史がある[13]。西欧列強は中東の古い秩序を根こそぎひっくり返し
てしまった[13]。西欧列強が秘密協定によって引いた国境線によって作られた国々の枠組みは「サ
イクス・ピコ体制」と呼ばれている[13]。イスラーム国は、目標のひとつとしてサイクス・ピコ体
制の打破を掲げている[13]。「押しつけられた国境」を消し去ろうとしているかのようである[13]
。

「チベット独立」回復を支持する私が、

「イスラム独立」回復を支持しない？

それは、ありえない…

願わくば。

その手段がなるべく、ガンジーやキング牧師のように、

「人類的に高い理念を伴う」崇高な平和主義にて、遂行されますように…

（でも、ベトナムやキューバの

「徹底抗戦」の、歴史的価値も、けして否定は、しない…。）

ひとつだけ。

私は、常に、「弱いほうの味方」である…

アメリカ軍利権集団＋ユダヤ大資本のタッグより、

現状、イスラム国のほうが、はるかに小さく、弱い…

ので、暴力度が「比較級程度」の範囲内なら…

「どちらを支持するのか」は、明白…。

反歌？？

https://www.youtube.com/watch?v=ST86JM1RPl0

https://www.youtube.com/watch?v=ST86JM1RPl0


Tears For Fears - "Everybody Wants To Rule The World"

https://www.youtube.com/watch?v=OglS3Q0Zxik
Can’t Hold Us - Pentatonix (Macklemore & Ryan Lewis cover) 

★【マルコムX】が全米で大ブーム…。
https://www.youtube.com/watch?v=ETm6sjbmVzM
Denzel Washington talks about movie Malcolm X on Japanese 

https://www.youtube.com/watch?v=TO6Co8v2XjY
この問題。本国アメリカ合衆国自体が、割れる…。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:10
＞イスラーム国は、数的には決して圧倒的ではないが、優れた西側の兵器やシリア騒乱で得た戦

闘経験を持ち、攻撃目標の適切な選択をすることで、不必要な犠牲を出さない効率的な戦い方を

心得ており、志願兵の流入と相まって勢力を拡大している

…＜（－－；）＞…
あぁ…「（前世で）身に覚え」のあるセリフ…★

…（〜〜；）…

すいません。今生は、「非暴力不服従／直接行動／完全？平和主義者」の、

誓いを、すでに、立てちゃったので…
 

不参加。（－－；）。

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:17
＞まっとうな運営をしている面

＞イスラーム国は住民から略奪するだけでなく、銀行や発電所、礼拝所やパン屋に至るまで運営

https://www.youtube.com/watch?v=OglS3Q0Zxik
https://www.youtube.com/watch?v=ETm6sjbmVzM
https://www.youtube.com/watch?v=TO6Co8v2XjY
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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している。利があると見れば、敵対するはずのアサド政権と親しい業者とも取引を行う他、元ア

サド派や、多数いる外国人にも要職を任せており、貧困層や母子家庭への支援も行っている[206]
。

＞通貨

＞イスラーム国は、支配する域内で今まで流通してきた（そして「専制国の通貨システム」とし

て彼らが忌み嫌っている）米国のドルやイラク・ディナールを使用することは止めて、今回発行

することになった独自通貨を使用するよう勧めている、という

ぅう（＾＾；）ぅぅ。

支持せざるをえない！賢明な政策群ッ！

　ｗ（＾＾；）ｗ

すでに数年以内？に、自壊しつつあるアメリカより、よっぽどマシだ…ッ
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:38
cmk2wlさんがリツイート  
Cäsi @Entelchen 
· 1月25日 
ドイツ左派党元党首ラフォンテーヌ「中東に火種を撒いているのはアメリカだ。イスラム国に資

金援助をしているのもアメリカだ。なぜ誰もこの事実をはっきり口にしないのだ。」

https://www.youtube.com/watch?v=tsSff1IeemA …
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:56
cmk2wl @cmk2wl 
· 1月31日 
気づいた奴から声をあげろ。

立ち上がれ。

FRYING DUTCHMAN
 

http://85358.diarynote.jp/
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（２月２日）　どうもこの異様な眠気は今晩あたり「幽体離脱系ボランティア」に借り
出されそうな気配。（そのまえに私の正気のほうを疑ってよし！ｗ）

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

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

cmk2wl @cmk2wl 
· 2月1日 
【最重要】動物の大量死

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

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

2014年8月30日 読書 

（前項ならびに前々項？参照。

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

な気配。（－－；）

　昼間もバイトしてたのに夜間もボランティアかよ！

　（－－＃）

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

ゃならない？らしい…

　わりとオトナシメの死者群のようだけど。

　（－－；）

　いったい、どこで何があった…？

（そのまえに私の正気のほうを疑ってよし！ｗ）

…「大量死」していた「魂」さんたちって…

「動物霊」だったのか…っ？？

　ｗ（＾□＾；）ｗ…

おまけ。

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日18:49
画像が出てないけど、

画面右肩をクリック！

　（＾＾；）ｄ

http://diarynote.jp/items/books-jp/B002DELD3O/
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http://www.end-times-prophecy.org/mass-animal-deaths-2013.html
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http://www.end-times-prophecy.org/mass-animal-deaths-2011.html
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http://ochika2ki.tea-nifty.com/osusume/2007/02/r_05d6.html
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（２月２日）　未来史のなかに「ヤニ・シュゼンジシヴ・シュゼンジシカ」という名前
の女性がいるのだが。

http://85358.diarynote.jp/201502021921297564/

「未来史学」資料…。
2015年2月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

http://pic.twitter.com/MnMvJa8k3e

『美術館で愛を語る』配信開始！/岩渕潤子 @tawarayasotatsu · 5時間5時間前 
ISILと闘うクルド系女性戦闘員部隊について・・・
＞Female Fighters of Kurdistan (Part 2/3):
http://youtu.be/cGVkQtMjDk8 @YouTube

狂四郎 (I.Setter) @Kyou_shirou · 20時間20時間前 
,ＩＳＩＬ(イスラム国)と戦う
クルド人女性戦闘員　

Kurdish female fighters face jihadists in Iraq’s north: 
http://youtu.be/Gr_xQtXWzoY
「イスラム国」と戦うクルド人女性戦闘員 Kurdish female fighters face jihadists in
Iraq’s... 
イラク北部マフムル（Makhmur）で、ライフルを肩にかけ、ベルトに手投げ弾を下げ
、「女性を解放するため」にイスラム国と戦うクルド人女性戦闘員を取材した。8月21
日撮影。(c)AFP 2014年9月15日 IRAQ, Makhmur : Tekoshin stands on a mountain in
north...

http://85358.diarynote.jp/201502021921297564/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201502021921297564/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150202/85358_201502021921297564_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150202/85358_201502021921297564_2.jpg
http://pic.twitter.com/MnMvJa8k3e
http://youtu.be/cGVkQtMjDk8
http://youtu.be/Gr_xQtXWzoY


…さて困った…ｗ（－－；）ｗ…

クルドのほうが弱勢？

クルドのほうが女性の人権を尊重？

じゃ、

【イスラム国 vs クルド問題】だったら、

クルドの味方…？？
…＜（〜〜；）＞…

Fran Power @FPower1 · 12月13日 
All in the name of Religion RT"@EskandarSadeghi: ISIS Publish Pamphlet On How to
Treat Female Slaves #Isil #Iraq 
http://www.newsweek.com/isis-release-questions-and-answers-pamphlet-how-treat-
female-slaves-290511 …"
http://t.co/MygJvSzMif
ISIS Publish Pamphlet On How to Treat Female Slaves 
It says that sexual intercourse is “permissible”, as is trading non-Muslim slaves,
including young girls 

Kobane_RojAva @_KOBANE · 12月10日 
#IslamicState published Q&A on how to treat female captures
#Ezidi Women enslaved by #IS medieval subhumans #ISIL 
https://twitter.com/_KOBANE/status/542785223914971136/photo/1

なにが「正義」で、

なにが「邪悪」だ？

わかることは、「私は常に弱いほうと共に立つ。」という、大原則。だけだ…

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

http://www.newsweek.com/isis-release-questions-and-answers-pamphlet-how-treat-female-slaves-290511
http://t.co/MygJvSzMif
https://twitter.com/_KOBANE/status/542785223914971136/photo/1


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日19:22
未来史のなかに「ヤニ・シュゼンジシヴ・シュゼンジシカ」という名前の女性がいるのだが。

（＾＾；）

この名前、ロシア系？クルド系？ルーマニアとかの人…？？
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日17:14
 
　　↑

…ある日、そう「名乗って」あの、イナセな格好と伝法な口調で、
 
勝手に現われたんだよ…（＾＾；）…。
⇒http://p.booklog.jp/book/110718/page/3007778

「創作」したんじゃ、ないの！
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（２月２日）　「イスラム国が恐ろしくて3年前に逃げてきました」←嘘。3年前にイ
スラム国は存在せず。

http://85358.diarynote.jp/201502021941141829/

BUT... I just SHOUT !! this ONE SONG...
2015年2月2日 ★戦争反対★
 
https://www.youtube.com/watch?v=f1TZ9giKgXo
We Are The World: The Next Generation 

masanorinaito @masanorinaito 
· 8時間 8時間前 
些細なことと思うかもしれないが、米国をはじめ、イスラム国を潰すためにアサド政

権の暴虐とごっちゃにする傾向がある。騙されてはいけない。どちらも国民を殺戮す

る許しがたい存在 

masanorinaito @masanorinaito 
· 8時間 8時間前 
こういう残虐性はイスラムとは関係なし。イラクの軍人やいわゆる秘密警察の特徴。

犯罪集団と妥協してはならないが、相手の詳細は知っておかねばならない

masanorinaito @masanorinaito 
· 8時間 8時間前 
某局のニュースで。シリアからトルコに逃れた難民の発言として「イスラム国が恐ろ

しくて3年前に逃げてきました」←嘘。3年前にイスラム国は存在せず。首相発言にも
この手の間違いがあった。

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas
USA FOR AFRICA - We Are The World 

cmk2wl @cmk2wl 
· 2月1日 
まず戦争。相手を負かせたら復興にセメント屋。その後はコカ・コーラだのシェル石

油だのフォードだの、あれこれいろんな商品を売りつけて、通貨で差益が稼げるよう

http://85358.diarynote.jp/201502021941141829/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
https://www.youtube.com/watch?v=f1TZ9giKgXo
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas


になれば操作。バブルを演出してさらに吐き出させて、一転させ不況にして収奪。最

後は戦争させて稼ぐ。抜け目がないのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=Glny4jSciVI
We Are The World 25 For Haiti - Official Video

https://www.youtube.com/watch?v=PwrkGtjj8b4
Somos El Mundo Por Haiti

masanorinaitoさんがリツイート 
岡野八代 @yot07814 
· 1月27日 
現在の中東の混乱は、第一次世界大戦以降の西洋近代国家の暴力的な領域国家化の「

結果」だと論じる内藤正典さん。集団的自衛権行使についても、近代的な軍事行動の

正当化とは異なる視点から、根本的な批判を続けています。国民国家論からいまだ抜

け出せない近代人の末裔であるわたしは、学ぶこと大。

masanorinaitoさんがリツイート 
岡野八代 @yot07814 
· 1月27日 
内藤正典『イスラム戦争』240より「日本で集団的自衛権の行使が議論され、海外への
派兵の条件を緩和しようとしているさなか、世界の方が変わってしまったことに注意

を向けなければなりません。[...]軍事力の行使ではおよそ問題が解決しない方向に変わ
っていたのです」

https://www.youtube.com/watch?v=R5VbannH5wY
WE ARE THE WORLD /Philippines | ALL-STARS BOLOGNA 
| MarkPrincePhotography 

…拾い物…
https://www.youtube.com/watch?v=caDrv_a9R5I
ウルトラの奇跡－自衛隊編－（字幕）

https://www.youtube.com/watch?v=Glny4jSciVI
https://www.youtube.com/watch?v=PwrkGtjj8b4
https://www.youtube.com/watch?v=R5VbannH5wY
https://www.youtube.com/watch?v=caDrv_a9R5I


（２月２日）　（でもヘレナっていま考えると思いっきり、「実わＸＸの転生前だった
エリーとキャラがかぶってる」な…ｗｗｗ）

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

【一曲追加】　かほご系〜 just LOVE SONGS
〜 「おまえならできるから、がんばれ！」　
2015年2月2日 音楽
　

https://www.youtube.com/watch?v=YcQ5MKN11dA
【鬼束ちひろ　守ってあげたい／松任谷由実】

（この曲（詞）は個人的に、

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

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

てる」な…ｗｗｗ）

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

すげぇすげぇいい唄、…！♪
　o（＾ｗ＾）o

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

イイ男ッ！♪

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

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

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


場外編。

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

おまけ。

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

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

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

 

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


（２月３日）　中学〜高校の頃、毎晩のように夢で視ていた「ふかし芋」は「魂の栄
養源」というメタファーだった…

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

遠距離＋身分差＋壁だらけ。

… just LOVE SONGS to BELIEVE MY WAY..
2015年2月3日 音楽 コメント (10)
 
 
（いかん。ハマったｗ　この遊び面白いな〜ｗ　…組み合わせ思いつくと、貼らずにいられ
ない…）
（※こっちにも一曲追加しました。http://85358.diarynote.jp/201502021952321136 ）

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=kUV3LH9GRa8
Orange Range - Kizuna 

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

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

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

http://85358.diarynote.jp/201502031134217443/
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https://www.youtube.com/watch?v=8m9V5mLxB_g
https://www.youtube.com/watch?v=_hVaRiOPZLE


ブルーハーツTRAIN-TRAIN

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

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

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

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

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

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

しかも、「荒野より」で終わるつもりだったのに…

最後の「シメの一曲」は、今日、作業終了のつもりの寸前に、

「偶然」神様から

教えてもらった音楽なのでした…ｗｗｗ

　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DRtY-Ndlrwg
https://www.youtube.com/watch?v=m6iHnuyHmho
https://www.youtube.com/watch?v=XfxaWWk7t1I
https://www.youtube.com/watch?v=ia1HWtcQLwQ
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中学〜高校の頃、毎晩のように夢で視ていた

「私は被災地のはずれで

　遅ればせながらヨロヨロと避難していく

　命ぎりぎりの人たちに、

　一瞬の慰めと励ましとサツマイモを提供し続けて、

　そろそろ最後の一人が逃げたかと思う頃に

　リュックを背負って旅立つ」という、

ビジョン…

どうやら「ふかし芋」は「魂の栄養源」というメタファーだったようですね…☆

「きみならできるから、がんばれ！」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日12:53
栄養源ていうか…「救荒作物」…？

サツマイモ。

（もともと飢饉の餓死を食い止めるために日本に導入された滋養救貧作物）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

I know your smile and
believe your soul and luck !

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日13:32
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「太陽風 高速」外出禁止！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日16:55
結局、音楽を聴いて貼って、

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

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

いか…
┐(’〜`；)┌

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

ンテナンス時間ということで…

(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日16:57
羅臼は凄いらしいが、

札幌は静穏です。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日17:11
札幌マイナス３℃。無風。

ふと外界を確かめようと、

開けた玄関の真ん前、真東に、

見事に真ん丸で怖いほど鮮明なレモン色の満月。

ほんの数分前に北東のアリューシャンでＭ５が２連発。

ヽ（・＿・；）ノ

…なんかクルかなこれは…

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

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

うわ、ＤＮＡ書き込めないなう

17時33分！
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

ツイッタ。
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（２月４日）　「生まれ変わり」を信じていて、それを明確に覚えていて、もがいてい
るのはワタシだけじゃない。

http://85358.diarynote.jp/201502041009099476/

かい、ばい、ほいっ…あいこで、…補遺ッ☆
2015年2月4日 恋愛 コメント (3)
 
 
やや遅ようめございます。

０９：２９。

３連休の最終日。

昨日と一昨日は全く何にもしなかった（＾＾；）ので、

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

　綿ボコリがね…★

札幌はマイナス８℃で快晴。

キリリとした快さの冬本番。

とりあえず雪祭の関係者は、

胃の穴が治りそうかな…ｗ

「かほご系」と「遠恋」のどっちにも入りそうでいて入れそこなった、

お気に入りの曲を貼りつけて、源泉に「銭湯出撃」してきま〜す…♪

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

とにかくＴＭＮには若年時代の私の精神衛生が、

長年お世話になったという一大恩義がある。

（＾＾；）

だって、「自分には前世記憶と霊感？がある？？」

（それともこれって、妄想？　私って狂人…？？）
という恐怖と「孤絶」感を、

http://85358.diarynote.jp/201502041009099476/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502041009099476/
https://www.youtube.com/watch?v=jjY7A4kGWEk


ＴＭＮがあっさり癒してくれたんだもんｗ

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

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

ない。

普遍的な、真実の、あたりまえの現象で、感情なんだ…

って、ね…。（＾◇＾；）

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

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

違うだろうな

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
https://www.youtube.com/watch?v=3YhmAdIi1rU
http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6528.html
http://tinyurl.com/kjegrg6
http://j.mp/1wVYVX7


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

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

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

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

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

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

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日11:14
いや、ごめん。色々。

反省してます。（＾へ＾；）

少なくとも、幾つかの

改善されるべき問題点は

自覚したッ（ーー；）

また、遇えたら、面白いことをいっぱいやろうよ。

https://www.youtube.com/watch?v=LiVNmclarOE
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562614616673353728/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=jyEIziHa7aQ
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近場で北海道独立闘争とか、

遠くでブラジル移民団経由、

月基地経由で、木星移民船に乗る？

とか…ねｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日12:54
「高速の太陽風 Ｍ１のフレア」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日17:44
腐った卵の黄身のような、

スプラッタ怪奇ホラーな、

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

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

「超スゲェ楽になれる方法を知りたいか？」

...Can you find out only ONE way god... ?

／Insya Allah | هللا ءاش  نإ  نيز -  رهام 
2015年2月4日 ★戦争反対★ コメント (3)
　

ちょっと雑多な、頭の整理用のメモ。

さきほど明晰かつとても大事な霊的メッセージを受け取ったのですが、

それをきちんとマジメな文章で皆さんに伝える？

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

（そもそも、「マジメな文章」というものが、苦手だ…！）

まぁ前々項のラストがＴＭＮの「カウントダウン」だったので、

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

とりあえず、まず「宗教団体」というものについてほぼ外野席な私が、

現在の地球上の「宗教間戦争」とか、そういう事象について考える時、

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

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


まぁ曲は。今たまたま拾ったやつで、

あんまり関係ありませんのですが…。
（＾＾；）

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

　ｗ（＾■＾；）ｗ

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

どんどん脱線してます…

「ｇｏｄ」で検索したら

「パチスロアナザーゴッド」とやらが

トップに出ちゃう日本て…＜（〜〜；）＞…

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=pB2l6UESSyo&list=PLtKArKK2vi6RuoidaFe00fgWJUazukil-
https://www.youtube.com/watch?v=HJd-M7KwiUM
https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs
https://www.youtube.com/watch?v=KfXIF2Mm2Kc
https://www.youtube.com/watch?v=2prDB4ssZ-4
http://kanshi.roudokus.com/nanaho.html
https://www.youtube.com/watch?v=6XQolX8WDzQ


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

…（＾□＾；）…

いいじゃん！もう！みんな似たよーな神々なんだから、

「一緒に仲良く」で…！

わけわかめになってきたので、あえてこれを貼って逃げる。

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

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

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

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

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

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

ぐだぐだのまま、時間切れで終わる…（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=5IIV8wxgERg&list=RDzzww64vPras&index=2
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日23:20
あ、画像が出てない（＾＾＃）

けど、漫画を右肩に貼ってます…☆
http://diarynote.jp/items/books-jp/B002DEKW36/
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日23:33
ベネズエラ！（；‾Д‾）
中国！

トンガ！

でＭ５発震。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日23:36
とりあえず

ＴＲＦは

ＴＭＮに比べて、

そして世界水準としても、

全然ダメダメなフェイクな偶像だと判明。┐(’〜`；)┌
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（２月４日）　とてもマジメな話なので、あえてこの漫画を貼ります。

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

とりあえず貼る。（－－；）

2015年2月4日 ★戦争反対★
　

とてもマジメな話なので、

あえてこの漫画を貼ります。

マジメな話だからです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（承前）

昨夜ここまで書いて、これ以上がどうしても書けません。

＜（〜〜；）＞

頭のなかではまとまってる文章のはずなのに。なぁ…

とりあえずコレだけ貼っておきます…

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

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


（２月５日）　アタマ本当に動いていない。てか、超光速で空回りしている…(
・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/201502050856302376/

【死魔ね原発】が、地震でコワレましたか？

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

　

あらためまして、おはようございます。

０８：４０です。

札幌はマイナス６℃。

キリリとした寒さです。

バイトは中番。

この３連休は、はた目にはまったく何もしていない無駄な時間の潰しかたに見えたかもしれませ

んが、ツボ押しをたっぷりやってたおかげで深層筋肉と骨の間の膜が硬くなって張り付いてたの

がはがれてくれて、一気に古い血液を排出できたし…ほぐしすぎて右側の親知らずがさらに２
本（上下同時！）に生え始めてしまって顎と首が痛い（－－＃）という困った副産物を除けば、

心身と魂魄の健康回復のためには必要不可欠な、大事な時間になりました。

向こう１００年生きる！は半分冗談としても、少なくともあと５０年はもたせますから。このカ

ラダ…。
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アタマはまったく動いていません。

とても巨大な岩盤が、ゆっくりとすべり落ちていくビジョンだけが明確に見えています。

何か音楽を聴いて感覚と神経をマヒさせていなければ、一瞬たりとも神経を保てません。

んで。「なんか」と思ってフト思い出したのがこの曲。

https://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
THE BEATLES - Strawberry Fields Forever

地震マップ @eq_map 
· 2 時間 2 時間前 
【M4.7】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 43.3km 2015/02/05
04:32:02 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1BVlcaj (USGS)http://j.mp/1F7aOzL

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M3.9】北海道東方沖 深さ59.1km 2015/02/05 04:07:11
(G)http://j.mp/1uYtjA9 (アニメ)http://j.mp/16AoqYO

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約20km M2.1 5日00時55分頃発生 
(G)http://j.mp/1zAHpfo (気象庁)http://j.mp/1AsuX4e

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約20km M2.0 5日00時53分頃発生 
(G)http://j.mp/1zAHpfo (気象庁)http://j.mp/1zK53Yp

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.7】北海道南西沖 深さ8.6km 2015/02/04 23:23:18 http://j.mp/1DxLmBO

地震マップ @eq_map 

https://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
http://j.mp/1BVlcaj
http://j.mp/1F7aOzL
http://j.mp/1uYtjA9
http://j.mp/16AoqYO
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· 13時間 13時間前 
【M2.5】上川・空知地方 深さ173.6km 2015/02/04 20:02:59
(G)http://j.mp/1CYAWNE (Y)http://j.mp/1CuPw0C

https://www.youtube.com/watch?v=n6j4TGqVl5g
The Beatles- Here Comes The Sun 

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M4.3】SALTA, ARGENTINA 198.3km 2015/02/05 05:27:50JST, 2015/02/04
20:27:50UTC
(G)http://j.mp/1I3kYXm (USGS)http://j.mp/16ptGxU

地震マップ @eq_map 
· 13時間 13時間前 
【M5.1】SUCRE, VENEZUELA 100.4km 2015/02/04 19:59:28JST, 2015/02/04
10:59:28UTC
(G)http://j.mp/1zeHeY8 (USGS)http://j.mp/1HZCCeu

https://www.youtube.com/watch?v=eDdI7GhZSQA
The Beatles-Hey Jude
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日10:18
我ながら、むちゃくちゃイイ声で歌えるようになりました。

o(^-^)o

なんとか渡航費だけ捻出して、南米で歌いコジキで食いつなぐのが、一番現実的なサバイバル手

段だな…(^。^;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日10:32
アタマ本当に動いていない。

てか、超光速で空回りしている…(・ω・;)(;・ω・)



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

http://85358.diarynote.jp/201502051450362035/

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

　

パナマ運河と

ベネズエラで

Ｍ６級、連発！

（；‾Д‾）

（私信。誰ですか、こんな事態なのに、

ＣＤまで買っちゃって鼻歌ってる人はッ）

　（－－；）

地震マップ @eq_map 
· 12分 12分前 
【M4.5】CRETE, GREECE 10.0km 2015/02/06 01:17:46JST, 2015/02/05 16:17:46UTC
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http://j.mp/1DJhVNO
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(G)http://j.mp/1DJhVNO (USGS)http://j.mp/1LQmc7M

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M4.3】OKLAHOMA 5.0km 2015/02/06 00:08:41JST, 2015/02/05 15:08:41UTC
(G)http://j.mp/1KiuoM9 (USGS)http://j.mp/16kDLM4

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

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

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

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

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

地震マップ @eq_map 

http://j.mp/1KiuoM9
http://j.mp/16kDLM4
http://j.mp/1EIJSbZ
http://j.mp/1BXcisV
http://j.mp/1DgVktX
http://j.mp/1zTmEPa
http://j.mp/1zThy5L
http://j.mp/16rTvgG
http://j.mp/1I65C49
http://j.mp/1zTfV7V
http://j.mp/1KfCAgj
http://j.mp/1KfCAgm


· 12時間 12時間前 
【M5.6】TACHIRA, VENEZUELA 10.0km 2015/02/05 13:21:49JST, 2015/02/05
04:21:49UTC
(G)http://j.mp/1uccbvO (USGS)http://j.mp/1BW5vQ7

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

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

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

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日15:08
「十勝岳 噴火警戒レベル上がる」

フクイチ廃水。

プランクトン大量死亡中。

http://j.mp/1uccbvO
http://j.mp/1BW5vQ7
http://j.mp/1BVlcaj
http://j.mp/1F7aOzL
http://j.mp/1I3kYXm
http://j.mp/16ptGxU
http://j.mp/1zS4L3k
http://j.mp/1F6pgaY
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まもなく酸欠が目に見える。

(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日15:27
ひとつ前向きなニュース。

日本人の海外移住がどんどん増えてるっ！

(≧ω≦)b

ガンバレみんな！

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


（２月６日）　ちょっと今たぶん私の精神状態は、かなりのところ人格解離性障害に近
づいているかもしれない。

http://85358.diarynote.jp/201502060125263229/

「抜かずの剣こそ平和の誇り」。

2015年2月6日 ★戦争反対★
　

このタイトルと、

３狛江の…もとい、（＾＾；）
３コ前の、

http://85358.diarynote.jp/201502051450362035/
タイトルの元ネタはこれね。＞

http://plaza.rakuten.co.jp/arashidaryuusei/diary/200807130000/

You have control ! は、「あんたに任せた！」みたいな意味かな…？

ちょっと今たぶん私の精神状態は、かなりのところ人格解離性障害に近づいているかもしれない

。

（ーー；）

へたすると、あんなに苦労して統合した？はずの多重人格？が再発するかも？

（現にちょっと記憶があやふやな時間が増えつつある…（－－；）★

だって、名前は知らなかったけど、

何度も顔を合わせて、

笑顔や挨拶を交わし、一緒に

「イラクを攻撃するな！」と声を合わせて叫んだ、リアル知人が…

かの地に、命懸けの使命を背負って出かけていき…

「見ないほうがいい」といわれるほどの、とても痛い結末を迎えた…？？

なんていう「現実」に「情報として」直面している一方で、

自分はひとり安全な札幌でぬくぬくしてご飯食べて音楽聴いて漫画読んで…

http://85358.diarynote.jp/201502060125263229/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://diarynote.jp/items/books-jp/B002DEKTFW/
http://85358.diarynote.jp/201502051450362035/
http://plaza.rakuten.co.jp/arashidaryuusei/diary/200807130000/


なんも知らずに被曝して死んでいく愚民どもを腹の底からバカにしながら、ネコナデ声で電話de
接客業にいそしんでるわけで…

今日は、個人的には、結構うげげっ！と思った深刻マジやばいかも事変が発覚したのだけれども

。

（－－；）

その、あまりにも

「日常茶飯的に平和に深刻な事態」と、

かの地で行われている「非日常な死線上の日常」が…

あまりに、乖離しつつ、錯綜しすぎている…

うん。

それでも。

りある「顔見知り」であったゴトウケンジ氏から。霊視で、とはいえ、重要メッセージを受け取

ったので…

ちゃんと、それ、みんなに、伝えていかないとね…。

（とりあえず貼る。）

https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOI
サイモン＆ガーファンクル『明日に架ける橋』

https://www.youtube.com/watch?v=v5SztF7pPZE
サウンド・オブ・サイレンス・サイモン＆ガーファンクル.wmv

https://www.youtube.com/watch?v=CKndolHXb5E
イムジン河　悲しくてやりきれない　きたやまおさむ　坂崎幸之助 南こうせつ

https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOI
https://www.youtube.com/watch?v=v5SztF7pPZE
https://www.youtube.com/watch?v=CKndolHXb5E


（２月６日）　いつかは、私も、その領域まで、魂の深化を、続けていけますように…

http://85358.diarynote.jp/201502060210107033/

「ようこそ、イラクへ！」〜Let me GO TO
KENJI’ s way !
2015年2月6日 ★戦争反対★
 
はい。もっと、

本人が喜んでくれそうな、

ピッタリ♪　（＾ｗ＾）

の曲が見つかりましたよ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=1sUnQo5WNZo
SOUL FLOWER UNION: LIVE1999 #3: 
戦火のかなた/海ゆかば山ゆかば踊るかばね 

私が先日、とてもくっきりと明確なヴィジョンのなかで、彼から聴いた言葉は、以下の通りです

。

「誰かが人間の歴史の中で、この役割を、

　背負わなければいけなかったのなら、

　他の誰でもなく、自分が引き受けることができて、よかった。」

です…。

ホンモノのキリスト者と、ハンパでも霊能者には、

つとに知られていることですが、

http://85358.diarynote.jp/201502060210107033/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://diarynote.jp/items/books-jp/4886261329/
https://www.youtube.com/watch?v=1sUnQo5WNZo


「マザーテレサは死んでいない」のと、同じくらい、

「後藤健二は、死んではいない」です…。

彼はそのまま、存在し、活動し、ひとびとのために、精力的に、活動を、続けています…

いつかは、私も、その領域まで、魂の深化を、続けていけますように…

目指せ！　あいぬ・ねのあん・あいぬ…！

https://www.youtube.com/watch?v=p6t6sQ5IEE0
NEWEST MODEL ’SOUL FLOWER UNION’ - アイヌプリ

https://www.youtube.com/watch?v=B5xOv7wDWqo
喜納昌吉 - 地球の涙に虹がかかるまで 

https://www.youtube.com/watch?v=irIFal6v2l4
喜納昌吉 - 安里のタンメー

喜納昌吉 - 開戦前のイラクで 
https://www.youtube.com/watch?v=xfH5qx9vAvA

https://www.youtube.com/watch?v=P98AjTKSKJU
mohammed al salem: arabic song iraqi style
 

https://www.youtube.com/watch?v=p6t6sQ5IEE0
https://www.youtube.com/watch?v=B5xOv7wDWqo
https://www.youtube.com/watch?v=irIFal6v2l4
https://www.youtube.com/watch?v=xfH5qx9vAvA
https://www.youtube.com/watch?v=P98AjTKSKJU


（２月７日）　私信。(^_^;)　あ〜、聴こえてる聴こえてる。いいから、さっさと回収
しに来いッ　（アタマ完全に停止中で、夢遊病再発その他、人格カイリの前兆が「自覚
できてる」ので、まだ大丈夫でしょう、た

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

剣山、磐戸開き。

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

 
おはようございます。

和Ｍｅ、と出ました。

06時33分。
今日はバイト早番。

先日の霊視で滑り落ちてた巨大な岩盤は昨日の徳島で、

過日の異常な大雪と、

繰り返す高線量の雨（つまり海水の汚染による高温化が限界）

 
…いよいよ大龍様が、
うねりながら逃げ出す姿が見えます。

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

http://85358.diarynote.jp/201502070639389089/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502070639389089/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150207/85358_201502070639389089_1.jpg
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いつとは予告できませんが…

後悔のないように行動して下さい！

ＢＧＭ：ＴＭＮ、

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

…まんまですね…(^。^;)
（あとで貼ります。）

（※貼りましたが、悠宙舞にはイマイチいいのが無かった…（－－；）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

和まさ多、07時37分。
すでにバスの中です。

(^-^)g

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

丈夫でしょう、たぶん…。
(^_^;)

ついでに、「預かった言ば」を書いておきます。

【地球がルービックキューブ。

生き延びる鍵は「箱根細工」。

《ケルマディック号》が

海底崩落から生還したように、

小刻みに安全地帯を探して、

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


迷路を脱け出せ。】

…です。

各員、健闘を祈る！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日13:25
フォッサマグナ、来た〜ッ！

（；‾Д‾）

いよいよ大地溝帯が割れ始め。

大台ヶ原も揺れ始め。

…「龍神」系の土地は、
一斉警戒っ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日13:36
近いうちに岐阜の土岐。

埼玉県大宮、厳重警戒。

（てか、即逃げれ。）

諏訪も熱田も出雲も危ない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日13:39

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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私信。(^_^;)
あ〜、聴こえてる聴こえてる。

いいから、

さっさと回収しに来いッ

　→σ(^へ^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日14:04
トルネード中央突破。

真ん中だけ一直線に抜ければ、その向こうが安全地帯。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日18:29
私信２。

なんで耳すま？(^_^;)
いや好きだけど。

その編曲まだ聴いたことない。

パイプオルガン風味？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日18:31
私信、別件。

誰だひとのアタマを百円占い機の代わりにしてるやつ！(-"-;)

３人くらい居るな？(-_-#)

とにかく合い言葉は「生存！」

説教は合流後にするッ(`ヘ´)
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月７日）　今まで前世で積み重ねてきた知識や知能指数の大半は、「持って生ま
れて」来なかったので、使えないのだが。（－－；）

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

時間軸、ちょっと先。（さらに！おまけ追加）

。

2015年2月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
「公的私信」まみれ。

１．今よりほんのちょっと先の未来。

 
日本の南南東方面？

 
誰だ背中を負傷したやつ。

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

大丈夫だ落ち着け。

 
軟骨挫傷してるから半年くらい痛むかもだけど、骨と内臓はいかれてないから。

落ち着いて、少し後ろ（足のほう）ににじり動いて、

４５度ぐらい回転してみ？

おしりから抜けられる。

２．他のみんなも！

 
とにかく困った時は一応私を呼んでみよう。（＾＾；）

 
今生、今まで前世で積み重ねてきた知識や知能指数の大半は、

http://85358.diarynote.jp/201502072309177027/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=MnqYwcuIjPM


持って生まれて来なかったので、使えないのだが。（－－；）

一応、「身内限定テレパス」（＋無制限無指向性エンパス）は、

かなりのところ不随意だけれども、使える。（場合もある。）

「私のことを覚えている人」が、私を召喚んでくれれば。

ちゃんと聴こえて、状況が視える。（場合もある。）

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

何か手伝える場合もあるから。とにかく、

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

（＾＾；）＜アテになるかどうかはともかく…☆

３．さっき「聴こえた」カントリーロードの、

編曲和音がきれいだったので検索中なんだけど、

悠宙舞では、まだ今んところ見つからないよ〜ん…☆

そのうち現物で聴かせて下さい。（＾＾；）

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

https://www.youtube.com/watch?v=YnzAO_MmMuY
これ編曲は近い？けど、楽器が違う。（＾＾；）

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

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

（ちょっと似てる音だけど違う。）

カントリー返し〜☆ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
https://www.youtube.com/watch?v=Kc71KZG87X4
https://www.youtube.com/watch?v=xELTfJ-ZVBc
https://www.youtube.com/watch?v=YnzAO_MmMuY
https://www.youtube.com/watch?v=1vi-mhyKp2A


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

４．八ッ場ダム起工式とか、ありえないから！

（－－＃）

ナガタチョウ、滅んでよし！

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

５．大宮！逃げ！！

なるべく早く。

今ならまだ北西方面に抜けられる…たぶん。

北西、北北東、海に抜けて！

トンネルがだめなら、トンネル通気口保守用の業務道路が使えるはずだから。

車にバールとスパナと、なるべく頑丈な脚立はつんでいけ！

（いざとなったら歩け！）

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

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

おっ♪　近い！

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

https://www.youtube.com/watch?v=bfU1E_1ayRg
https://www.youtube.com/watch?v=A0sjeB6Iovk
https://www.youtube.com/watch?v=lsjA2hf0Hrs
https://www.youtube.com/watch?v=8a-hUP7kO3A
https://www.youtube.com/watch?v=ADD6GueeJ4w


しかし時間切れ。

おやすみ〜…☆　（＾＾；）

音はこれが近かった。編曲は違うと思う。

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=BRd75sj4ENM&index=2&list=RDADD6GueeJ4w
https://www.youtube.com/watch?v=BRd75sj4ENM&index=2&list=RDADD6GueeJ4w
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（２月８日）　視界を大量の阿鼻叫喚とみずく腐乱死体に覆われているんだが…(∋_∈
)

http://85358.diarynote.jp/201502080649577521/

【生きろ。】…群馬県 みなかみ町…

追記【北関東大震災】。

2015年2月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

（前項参照）

おはようございます。

０６：４０．

バイト早番。

あと５分。（＾＾；）

札幌は異様な強風。

日本はこんな。＞

https://www.youtube.com/watch?v=11qIH07UbbA
Get Wild 歌詞つき 

� 群馬県 みなかみ町 

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.7】群馬県北西部 深さ30.6km 2015/02/08 01:49:35
(G)http://j.mp/1zZxJhG (Y)http://j.mp/1zsOmQN

https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%BF&lr=lang_ja&gws_rd=ssl

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M3.2】新潟県中部 深さ13.6km 2015/02/08 01:49:28
(G)http://j.mp/1FiRSOz (Y)http://j.mp/1C6M1Li (アニメ)http://j.mp/1DqbhOz

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M5.5】日本海東部 深さ365.2km 2015/02/08 01:40:08
(G)http://j.mp/1zsKVK6 (アニメ)http://j.mp/1zsKYp2

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第7報)◆◆【M4.6】日本海北部 深さ370km 2015/02/08
01:40:09発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1C6L7hS

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.5】千葉県北部 深さ70.0km 2015/02/07 23:30:39
(G)http://j.mp/1KAuGw8 (Y)http://j.mp/1Iou5lo (アニメ)http://j.mp/1DpLkhZ

https://www.youtube.com/watch?v=VYIDRTq3APo
PIANO-Wild Heaven-TMN 

https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%BF&lr=lang_ja&gws_rd=ssl#lr=lang_ja&newwindow=1&c2coff=1&hl=ja&tbs=lr:lang_1ja&q=site:http:%2F%2F85358.diarynote.jp%2F+%E5%8C%97%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD

https://www.youtube.com/watch?v=DkOAnJ1SXjI&index=4&list=RDVYIDRTq3APo
PIANO-Beyond The Time-TMN       
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日7:29
…始まったなぁ…(-_-#)
…旅券返納命令…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日8:39
異様睡魔と倦怠感、絶望感。

来る来るなんか来る。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日13:23
とにかくあちこち

小刻みに揺れ揺れ。

視界を大量の阿鼻叫喚と

みずく腐乱死体に覆われているんだが…(∋_∈)

あまり近い未来ではないことを祈る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日13:35
札幌は暴風「雨」。(・_・;)
雪祭り関係者は泣き伏していると思う…(T_T)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月8日18:19
…それにしても、
華麗に無視する奴らだ。

(-_-#)
良心ないんだろおか？

と思うが、奴らにしてみれば、

「敵は仲間みんなで

一致団結してハブる行為が善」

なんだろおなぁ…(-"-;)
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（２月８日）　精神も身体もアップダウンまみれ。

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

せつない。…just love songs...
2015年2月8日 音楽 コメント (2)
 
　

なにもかもが四分五裂。（－－；）

精神も身体もアップダウンまみれ。

まぁこの際、眠くなるまで、恋愛歌でひと遊び。ということで…ｗ

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

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

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=vrw5OIlJk-U
リフレインが叫んでる／松任谷由実 Still 
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https://www.youtube.com/watch?v=aQNC_rGzir0
コスモポリタン　大江千里 

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

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

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

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

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日1:04
エレカシはバージョンを換えましたｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日1:18
一曲追加☆

https://www.youtube.com/watch?v=aQNC_rGzir0
https://www.youtube.com/watch?v=vBnUvtIsxBI
https://www.youtube.com/watch?v=52-kap_b2dg
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（２月８日）　頸が変につっぱって強張って寝れない。

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

「ベタあま」熱唱系。...just love songs...
2015年2月8日 音楽 コメント (1)
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kNDP06yyOa4
For You　尾崎亜美

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

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

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=KuS_BTRPJvI
erica-「あなたへ贈る歌」
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https://www.youtube.com/watch?v=gfNUBkirb70
ゆず　栄光の架け橋

おまけｗｗｗ

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

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

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日2:44
頸が変につっぱって強張って寝れない

（－－；）と思ってたら、

やっぱり来てたね…★

＞地震マップ @eq_map 
＞ · 3時間 3時間前 
＞【M2.9】津軽海峡 深さ109.7km 
2015/02/08 23:25:09 http://j.mp/1D9NdPl
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gfNUBkirb70
https://www.youtube.com/watch?v=Xyyl35BKhZ8&spfreload=10
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（２月９日）　あまりにも申し訳なく、痛ましく悲しく哀しく、自分自身の愚行が情け
なさ過ぎて反省することすら出来ず、記憶の中に封印して、思い出すことすらなるべく
しないようにしてきた。

http://85358.diarynote.jp/201502091120535932/

追悼。

2015年2月9日 家族・子育て コメント (1)
　

飼っていた小鳥を餓凍死させたことがある。

中学生だった時だ。

 
あまりにも申し訳なく、痛ましく悲しく哀しく、自分自身の愚行が情けなさ過ぎて反省すること

すら出来ず、記憶の中に封印して、思い出すことすらなるべくしないようにしてきた。

ずっと私の中であのコたちは成仏していなかったらしい。

今さっき、二度寝の夢の中から、マトリョーシカのようなコロンとした形の、凍えているから速

く暖めてやらなくちゃ…と、気づいてすぐストーブの前に運ぼうとした二羽のインコが、すでに
硬く硬く凍りついた遺体に過ぎないことに気がついた…

本当に申し訳ないことをした。

こんな私に生き物を飼う資格はないと、わかっていたのに、地域猫で自由に育った猫めいにゃん

様を無理やり誘拐してきて、

しかも結局、死なせてしまった。

余裕のない、弱い人間だ私は。

http://85358.diarynote.jp/201502091120535932/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
http://85358.diarynote.jp/201502091120535932/


もっとしっかり。

もっと毅くなりたい。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日11:25
関東なら春一番かと思うような激しい西北からの突風軍が、高い線量を叩きつけて来る。

いよいよアイヌモシリも安住の地ではなくなった。

地球が滅びる。

地球の、現存生態系が、全部だ。

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


（２月10日）　なんかもうもの書くアタマ細胞が残っていません。

http://85358.diarynote.jp/201502100955174419/

１１７７．（私信まみれ。）

2015年2月10日 音楽 コメント (1)
 
 
おはようございます。

０９：３９にＰＣ開けました。

今日も休み。（＾ｗ＾）

札幌はマイナス４℃。

猛吹雪？の予報を完全に無視して、

快晴無風…。

これとほか３つの画面を同時に開いて作業平行の予定なので、

文章にとりとめがなくなると思うけど、ご容赦下さい。

（＾＾；）（あと続く。）

まぁ一曲目は昨日みつけたこれで☆

https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
Let It Go - Behind The Mic Multi-Language Version (from "Frozen")
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:26
地震が柏崎刈羽とフクイチと東海村と六ヶ所村を、直撃してますね…ｗｗｗ

なんかもうもの書くアタマ細胞が残っていません。

（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201502100955174419/
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今月１１日の７時に、

札幌大通り公園の西７で

バイト仲間が舞台に乗るので、

 
舞台下で踊っている予定〜♪

（少し遅れて行くかも？）
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（２月10日）　【悲しい恋の歌】 in A. 〜 just love songs 〜

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=GJ6i5wVTb5A
異邦人　久保田早紀

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

オマケ編。

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

https://www.youtube.com/watch?v=OuMzyMUxTJg
Yoshiyuki Fujii　サズ独奏 at 近江楽堂

https://www.youtube.com/watch?v=Bw1_2LhLlCQ
https://www.youtube.com/watch?v=FKV2oeS4vw8
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（２月10日）　【悲しい恋の歌】 in B. 〜 just love songs 〜

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

【悲しい恋の歌】 in B. 〜 just love songs 〜
2015年2月10日 音楽 コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=vrGy1aGXYFc
PUFFY - Wedding Bell 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=u_CoHOMtFSI
ミャンマーの歌 �
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https://www.youtube.com/watch?v=ajgFKZr5nWE
時代　みゆきっぺ

オマケ編。

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

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

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

い傾向です。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日21:53
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しまった★

がちゃがちゃ動かしてるうちに、すげぇいいやつ消しちゃった…★



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

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

【悲しい恋の歌】 in C 〜 just love songs 〜.

…NO. I never paint RED, again

... Take another way.
2015年2月10日 音楽 コメント (6)
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_usCIhVcusk
『冬が来る前に』　紙ふうせん

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQJog0rs7Eg
ナターシャ・グジー Nataliya Gudziy - Itsumo Nando Demo (Always With Me) 
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https://www.youtube.com/watch?v=SqkzngQmgY0
鳥籠姫 谷山浩子

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

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

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

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

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

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

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

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

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

おまけｗｗｗ

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

https://www.youtube.com/watch?v=i2LUhclcY10
https://www.youtube.com/watch?v=m9LdUhkf-pE
https://www.youtube.com/watch?v=I0zBlHlnR4Y
https://www.youtube.com/watch?v=H2cB9nFiwws
https://www.youtube.com/watch?v=oRdDnpkR3AQ
https://www.youtube.com/watch?v=lF4iUt2IXOc
https://www.youtube.com/watch?v=HmwTYcDuyks
https://www.youtube.com/watch?v=jO4iTmwxwHk
https://www.youtube.com/watch?v=xLtJQlr3VxQ
https://www.youtube.com/watch?v=diU70KshcjA&list=RDBS0T8Cd4UhA


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:20
ちなみに、ＡＢＣは

Ａ　allah
Ｂ　budha
Ｃ　crist
…でした…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

終わってしまいました…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

それだと

共和町（泊原発直近だけど、山の陰）より先に

稚内（風直撃）が先に線量上がってる説明がつかなくなるんだよ〜ん…。

【コワレテイルのは、韓国の原発】です…

風向き変わったら西日本は全滅？
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:58
騒いだところで、まだまだ「富山県の半分」。

「今すぐ健康に影響はありません」。…

「可及的速やかに」国外逃亡！

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日20:06
トルコとシリアで

相次いでＭ４！（；‾Д‾）
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（２０１５年２月）（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年２月）

（中旬）
 
 



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

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

【７７】．〜♪この世界のなかで、いつもきみ

のこと一番大切に思うよ〜、「君は君の言葉で

祈れ」。

2015年2月11日 恋愛 コメント (5)
 
 
おはようございます。

０６：２８．バイト早番。

あまり時間がありません。

とても気に入ったので、昨日神様から拝領したこの曲をもう一回♪

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

私は歌うことが出来るし、

この世界のために、異世界の物語を

書くことも出来るよ♪

さて、昨日書き損なったことをメモだけして書き逃げです。

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

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

ーンが歩ける自信がついたさ…ｗｗｗ

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

って踊っている予定…。
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３．えー、これ？（＾＾；）

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

 
どこが気にいったんだ、

＞小さい少女、大きな夢

のあたりかな…？（＾＾；）
うん。

 
＞君の隣にいたい

よ…

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

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

かいうかな〜？

（そのうち聴かせて下さい）。

ちなみに私が美里の曲で一番好きなのは、

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

う〜む、源泉の真下？で発震してるね…★
　（－－；）

タイマー鳴ってるので、貼り逃げして終わる☆

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

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=wbybkkD6sgY&list=PLoYX_Xp7-tAQQg3H8YBJFvQdehQWfwXV7&index=2
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

になるたぁ思わなかったが、

なにしろＴＭＮや美里を聴きまくっていた１０代の頃から

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

んだもん…

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日7:51
休日ダイヤだとバスがないので丸一時間早く着いたゃうところが笑える…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日8:08
大気中の酸素濃度が

下がり始めてる。(∋_∈)

息苦しく感じているのは、

私の体調のせいじゃない。

カタストロフが始まる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

(-"-;)
なんだこの学習障害な脳ミソ。

(∋_∈)
無敵の演算処理能力なんか影も形も残ってない。(-_-#)
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まったくもう…(-_-#)

相変わらず世界中で地震。

北海道の線量はほぼ復調。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

覚えてるから！

見かけたら遠慮なく合流しなさい！

　（他のみんなも！）
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（２月11日）　バイトで色々ぼろぼろな今日なので、妄想系が実現しなくてもザッツ
オルライト。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502111223139060/

緊急。総員退避。

2015年2月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

空気がおかしい。

放射線量は戻り、

太陽も静穏？

なのに、

異様に帯電していて

心身がビリビリする。

緊張と不安感でイライラ。

福岡福井の人間は心拍数が上がり過ぎて話し言葉がハイテンポかつ不明瞭。

４０代で急性認知症のひと。

札幌も昨日おとついで体調不良が悪化した人と全く健康な人で明暗くっきり。

桜島大噴火中。

関東、ビルの外壁が剥落開始…

揺れてます。

超振動で、小刻みに。

12時22分。
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月11日12:30
北電、ＨＰ閉鎖中。

「泊原発 数兆Bq」説もあり。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日12:36
帯電悪化。

泊原発だとしたら、

メルトダウンしてると思う。

（でも私の本能は

逃げる必要なしと判断してる）

津軽で地震。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日12:38
いっそのこと

神々しいくらいだ。

【ミイツ】の発動。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日18:59
札幌は平地なのに、高度２０００ｍ以上にいるような酸欠感がありますが、私の体調はけして悪

くなく、ヘモグロビンが足りてないわけではありません。

雪まつり最終日はマイナス１℃無風というベストコンディション。穏やかに盛況。o(^-^)o

バイトで色々ぼろぼろな今日なので、妄想系が実現しなくてもザッツオルライト。(^_^;)

てか、こっそり裏サイトで嘲笑してやがる葬科ガッカリ淫どものイタイ目が、すでにＭ的快感ｗ
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（２月11日）　もはや私の脳が先に壊死してるってこと？

http://85358.diarynote.jp/201502111931585306/

ぃえ〜♪(^o^)／
2015年2月11日 旅行 コメント (4)
　

おわっちゃった。

(^。^;)

さて、喰うべし！

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日20:36
雪まつりの雰囲気は、とにかく「和やか」のひとこと。

たとえ仮に高線量だったとしても、来た甲斐はある。(*^_^*)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日21:09
「Ｍ２フレアに伴ってＣＭＥが噴出」

これだったかな？

昼間の天空のびりびり？

（北電による泊原発の意図的漏出説に固執したい人は、札幌がいま冬の観光の目玉の雪まつり最

中で「風評被害」は出せない時期だと解っていない。）

┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月11日21:26
　

泊原発事故説はあり得る。

その場合、「もはや手遅れ」の人たちが、さらに増える。

(・_・;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日21:29
　

たしかに何かが

むちゃくちゃおかしい。

(∋_∈)
　

もはや私の脳が

先に壊死してるってこと？

 

http://85358.diarynote.jp/
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（２月11日）　妄想恋愛日誌に戻ります…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201502112301331365/

【脳内麻薬】大全開ｗｗｗｗ

2015年2月11日 恋愛
　

さて、免罪符がわりにｗ

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

コレ貼って、妄想恋愛日誌に戻ります…ｗｗｗ

え？何？先週の舞台写真見て、

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

（あるあるｗ）

ところで千ちゃん（大江千里）が気に入ったの？

いや、その選曲のココロは、解りやすかったけど…ｗ（＾□＾；）ｗ

その歌はタイトル分からない。（＾＾；）

あんど、

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

ンビ相手に、

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

意固地

話を聞かない

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


言うことを聞かない

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

電話で精気や霊気を吸い取られまくりながら、

ネコナデ声でしゃべるのに「命懸け」なんだから…

（油断すると、ホント生気吸い取られまくって「とり殺され」ます…★）

お願いだから、その「サビの部分」を大音量で、

私の脳内に強制放送するのはやめてください…ｗｗｗｗ（＾□＾；）ｗｗｗｗｗ

うん。

なにしようぞ、くすんで。

一期は夢よ。ただ狂へ…★

もう一回、貼る。

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

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

https://twitter.com/cmk2wl/status/565398082742149120/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
https://www.youtube.com/watch?v=QJ_5zT5EZc4


（２月11日）　稼働していないはずの泊原発が2月9日積丹半島を通常の10倍の放射線
量にした事件。

http://85358.diarynote.jp/201502112323079631/

「泊原発は事故を起こしているのか。」

…そういえば自衛隊を見かけない…。（－－；
）

2015年2月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

昨日うっかり消しちゃったやつを発掘。

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】

ここ数日、市内で自衛隊の姿を見かけないような…
数日前に、どこかへ変に粛々と移動していく車列は見かけたような…

cmk2wl @cmk2wl 

http://85358.diarynote.jp/201502112323079631/
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· 4 時間 4 時間前 
泊原子力発電所は、3号機で何かやらかしてしまったみたい。
「3号機の排気筒モニタ」と「3号機放水口ポスト」で、同時刻に欠測とされている。
二つ同時の機器の不具合や故障はありえない。

北海道民は毒物を浴びせられている。 

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
Naiなどの測定機器はシンプル。そう簡単に壊れたりしない。タイミングよく不具合を
起こすことなど考え難い。

いつでもそう。311の時も機器調整中にしたりデタラメな数値を表示していたり。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
【注意】泊原発は事故を起こしているのだろうか。

あまりにも線量の変化が長時間だし、HPのメンテナンスや放水口のモニタリングポス
トの測定を中断したのもおかしい。

運転停止していても、原発の本質的な危険性は変わらない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
泊原発のお漏らし（or 事故）。腹ただしいのはスパイクが確認された途端に測定値を
公表しなくなっていること。複数のモニタリングポストが検出しているのだから機器

の不具合ではないことは一目瞭然なのに、北電は線量の公表を打ち切って隠蔽した。

多くの人に被害が出るのに未必の故意ではないか

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
そうでなかったら、泊原発は事故を起こしているのか。

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

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
泊原子力発電所周辺のモニタリングポスト。

線量が高いのが一目瞭然。泊原発は何をやっているのか。

溜まった放射性物質を排出しているのではないのか。

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

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


cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
北海道電力 泊原子力発電所のモニタリングポスト。他のモニタリングポストが高い
時に、「3号機放水口ポスト」の該当時刻だけが欠測になっている。これは、この時刻
で高い線量だったのではないか。

欠測を言い訳にするのはやめてもらいたい。

…どうも、cmk2wlさん、なんか変じゃないか…？？

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 44分44分前 
危険！泊原発プルサーマル実施に向けて

http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/atomic/pluthermal/index_plan.html …
使用する #MOX燃料 の概要
http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/atomic/pluthermal/plan-02.html …
ヒトの命より核燃料が優先の電力会社HPより@Official_HEPCO
http://twitter.com/ST0NES/status/565500543398055936 …

vovov @sougofollow_w · 48分48分前 � 東京都 中央区 
北海道電力の泊原発、2015年2月9日未明から異常http://urx2.nu/hefJ 日本列島逃げ場
なし。アベノミクス3本目の嫌。日本株式市場 凍死します？

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
【いいことなんて何もない！@Official_HEPCO】
トリチウム、泊原発も海に放出

http://twitter.com/tokaiama/status/524667470187995136 …
原発周辺、白血病多発！

http://twitter.com/tokaiama/status/377906388472582144 …
#泊原発 ずっとオカシナ状態
http://twitter.com/ST0NES/status/564996785794330626 …

kot @cottonloo · 6時間6時間前 
泊原発、何かあったのかな。

めっちゃ気になる。

もう隠すのはやめてほしい。

この国の隠蔽体質ホントどうにかしてほしい。

http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/atomic/pluthermal/index_plan.html
http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/atomic/pluthermal/plan-02.html
http://twitter.com/ST0NES/status/565500543398055936
http://urx2.nu/hefJ
http://twitter.com/tokaiama/status/524667470187995136
http://twitter.com/tokaiama/status/377906388472582144
http://twitter.com/ST0NES/status/564996785794330626


すぐに公表すれば、被曝予防できるのに。

まーこんなん公表したら再稼働反対されちゃうもんね。

しょーもない。

人の命以上に大切なものなんてないでしょ。

kenji @buick54aki · 9時間9時間前 
韓国原発爆発もしていないのに甲状腺がん被害で周辺住民223人が集団訴訟
http://amba.to/1AjVmOn 
爆発しなくても原発は、目立たないように放射能をだし続けている。それは泊原発周

辺住民にがん発祥率が高いことからも明らか 

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

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

では一斉に小学生の鼻血を出す者が多かったという。

日本人を守りたい！日本人協會！ @prophet_eagle · 2月10日 
北海道、泊原発事故か？泊原発地区、異常放射能数値！２４時間経つも、マスコミ、

政府、共に、沈黙中！！！

http://linkis.com/ameblo.jp/daihatu-co/ERPeC … …

YU-NO.SKE @sakura57577 · 1時間1時間前 
俺はモニタリングポストじたいを信じていないからな。

泊原発で怪しい欠測があったなんて言われたら

国民の注意を泊に誘導しているんじゃないかと逆に疑うわ。

再稼動確実の川内や大飯で何かが起きているんじゃないのか。

咋過ぎて怪しいぞ。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2月9日 
1月1日には苫小牧沖で地震
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=193 …
それ以降、泊原発で@Official_HEPCO

原発事故が起きているかもしれない。

@hokkaido_w:@AIRG_FM:@sapporohokkaido
https://twitter.com/cmk2wl/status/564691197738766338/photo/1

http://amba.to/1AjVmOn
http://linkis.com/ameblo.jp/daihatu-co/ERPeC
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=193
https://twitter.com/cmk2wl/status/564691197738766338/photo/1


前々まったく、関係ない曲を貼って終わる…（＾＾；）
https://www.youtube.com/watch?v=5SdJUt2TWRU
コインローファーはえらばない　大江千里

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月11日23:23
なんで石川県のコレは騒がないの、cmk2wlさん？？

https://www.youtube.com/watch?v=5SdJUt2TWRU
http://85358.diarynote.jp/
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（２月12日）　不安感と狂気で神経がびりびりしてて眠れない。

http://85358.diarynote.jp/201502120019526475/

「山手線で異常な揺れ 都内は地盤に変化」

（追記あり。）

2015年2月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

（前項も参照）

「不気味な重低音」、

「振動 異常な揺れ」、
などでツイッタ検索。

これね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
これだ。1月19日：山手線で異常な揺れという報道
あの時、後で報道を見て、東京の地震波形に反応が出てたよなって。（画像は八王子

）こういう波形が何度か出てた。都内は地盤に変化でも起こっていて、些細な揺れで

も線路が動いたのか？と思った 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
また出てる。自動車などの生活振動とは違う極小さな揺れ

東京観測点（18時10分と40分）（19時30分〜45分）（20時05分、20分）こないだ原
因不明の揺れを検知して、山手線が止まったという報道があったけど、この揺れじゃ

ないのかな 

T. HIRANO
@TOHRU_HIRANO さっき地鳴りみたいな音。
雲ひとつない空には、飛行機は飛んでないのに、断続的に「ゴぉ〜〜〜〜〜」という

重低音。カラスも、ぎゃーぎゃー騒いでた。なんの音だろ？　FBリアルタイム検索し

http://85358.diarynote.jp/201502120019526475/
http://85358.diarynote.jp/201502120019526475/
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http://85358.diarynote.jp/201502120019526475/


たら、大田区〜目黒区付近で聞こえたみたい。

Terra @Terrapupa · 22 時間22 時間前 
@TOHRU_HIRANO 渋谷区でもすごかったです。

くさたん @kusatan930 · 22 時間22 時間前 
@TOHRU_HIRANO 横浜からです。こちらでも長い時間地鳴りのような航空機の爆音
がありました。スマホで動画撮影しましたが、何故か音を余り拾わない？周波数の？

違う音かと？

音は上空南西上空から聞こえていました

。時間は6分くらいです。ベランダから見える富士山は変化無しです。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
ありましたよね。不気味な重低音。こちらでは２回に分けて聞こえました。気になる

のは、さっき報道で、昨夜から新宿と品川でビルの外壁が相次いで落下という報道

です。単なる老朽化かもしれませんが。@kusatan930 横浜からです。こちらでも長い
時間地鳴りのような航空機の爆音がありました

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21 時間21 時間前 
@kusatan930 あの音は飛行機ではないですよね。やっぱり。ここは羽田空港からの旅
客機が頻繁に上空を飛んでますが、音が違いました。ゴォ〜〜〜〜〜〜という振動を

伴うような異常な音でした。すぐにビル５Fの屋上に出て、上空を確認したら、快晴の
空には飛行機やヘリは飛んでませんでした

Ｆｕｋａ－ｋｕ @FoxTwoThree · 21 時間21 時間前 
え~っ‥熊本市内も昨日だったか夜遅く(珍しく)なのに図太いヘリ？音が‥※軍用？
@TOHRU_HIRANO 不気味な重低音。こちらでは２回に分けて‥大田区〜目黒区付近
で聞こえたみたい

@kusatan930 横浜からです。こちらでも長い時間地鳴りのような航空機の爆音が

みるく I am not ABE @milkcocoaw · 21 時間21 時間前 
rt “@TOHRU_HIRANO: ありましたよね。不気味な重低音。こちらでは２回に分けて聞
こえました。気になるのは、さっき報道で、昨夜から新宿と品川でビルの外壁が相次

いで落下という報道です。単なる老朽化かもしれませんが”

ぴよ＠2月末なばな♪海単・ワンス1勝1敗 @inblueskyheaven · 16 時間16 時間前 



@FoxTwoThree @TOHRU_HIRANO @kusatan930 昨晩、航空大学校が曲芸飛行して
るのかと思う位の轟音がしてました。横浜にて。

misaki姫 115@misakihime · 15 時間15 時間前 
@TOHRU_HIRANO こちらでも聞こえています。窓の外を見たけど飛行機の姿なし…
。何でしょうね(@_@)

狐狗狸 @Tomoaki1974 · 10 時間10 時間前 
@TOHRU_HIRANO @nana_minyan @kusatan930 横浜市昨日の夜も音ありませんで
したか？

私はまた米軍機かなと思っていました。

一曲貼ろうかｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Lrle0x_DHBM
Earth, Wind & Fire - Let’s Groove 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:24
札幌の水道水が再びかなり酷い状態なのは単なる事実です。

目に入ると痛い。

かなりの確率で、この水を飲食している胎児や乳幼児の未来が奪われてますね…(∋_∈)

現在、洗濯と風呂はガマンしましたが、歯磨きは汲み置き水にしようか悩み中…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:33
「ＥＵは空中分解まっしぐら」

どうも関東周辺駐屯の米軍首脳部とか核兵器とかが専用地下鉄で搬出されたようです。

(-_-#)

https://www.youtube.com/watch?v=Lrle0x_DHBM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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３１１の後にもありました。

厚木や太田で怪音。次の日には横須賀が空っぽになっていた…

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:36
何せ私の実家は旧日本軍の巨大地下壕の真上に建っていたので、

実は一部地下機能が現役で使用されていた、そして地下列車が走ると地上に異様な爆音が響き渡

る事実を知っている…
(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:55
月が異様に黄色い。

変に地球に近く見える。

(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日1:57
不安感と狂気で神経がびりびりしてて眠れないけど、

明日もバイトなのでとにかく横になります。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月12日）　なんつうエネルギー…ここしばらくの地球と大気が歪んだ感はこれな
のか…いやまだ終わってない…

http://85358.diarynote.jp/201502120543005708/

【訂正】アルゼンチン、チリ、Ｍ７級、２連発

？

（；‾Д‾）
2015年2月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
寝起きにニュース見たので読み誤りましたが、

最初、震源の計測が錯綜してただけで、

 
１カ所１回だけ？みたいね…（＾＾；）

深いから被害は少ないかもだけど。

なんつうエネルギー…
ここしばらくの地球と大気が歪んだ感はこれなのか…
いやまだ終わってない…
（・ω・;)(;・ω・)
（ていうか、アルゼンチンには原発がある…！）

一曲貼ろうかｗ

https://www.youtube.com/watch?v=god7hAPv8f0
Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland

tadzio @tadzi0 · 57分57分前 
チリ北部→アルゼンチン QT @earthquake_all: 【地震…】
2015/02/12 3:57:19JST, 震源地 アルゼンチン Jujuy ススケス付近,
M6.7, …深さ189.0km, 
MAP http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=-23.2,-

http://85358.diarynote.jp/201502120543005708/
http://85358.diarynote.jp/201502120543005708/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502120543005708/
https://www.youtube.com/watch?v=god7hAPv8f0
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=-23.2,-66.66&ie=UTF8&ll=-23.2,-66.66&z=6


66.66&ie=UTF8&ll=-23.2,-66.66&z=6 … ,0_2169

■コスモディアドットコム!! @cosmodia · 2時間2時間前 
■FXWebマガジン-『コスモディア・エフエックス!!』(Cosmodia FX):チリとアルゼン
チン国境でマグニチュード7.0の地震 - Klug クルーク…
[http://cosmodia.com/fx ] http://bit.ly/1BPhlk7

rima @risa_mama117 · 3時間3時間前 
チリでＭ６．７の地震http://www.jiji.com/jc/eqa?
g=eqa&k=2015021200063&utm_source=twitter&utm_medium=eqa&utm_campaign=twitter
…「チリ北部アントファガスタ州で11日午後2時55
分（日本時間12日午前2時55分）ごろ、Ｍ6.7の地震…震源地はアルゼンチンとの国境
付近…震源の深さは190キロ…津波警報は出されておらず、人的被害などの情報はない
」

Taka @Hatanaka810 · 3時間3時間前 
【訂正】アルゼンチンで地震!!…　アルゼンチン北部・ボリビア南部・チリ北部の国境
付近でM6.7深さ190.8kmの強震が発生!!　付近は地盤の固い高所で震源が200kmと深く
揺れの強さや被害の有無も不明!!　http://j.mp/1yipEOh 　#地震 #jishin

ラウタ郎 @lautarogodoy · 4時間4時間前 
チリのアントファガスタ東、アルゼンチン国境付近でマグニチュード6.6の地震。
この震源エリアって、ALMAサイトのすぐ側っぽいな。

雅版 @gaban_a_bag · 4時間4時間前 
先ほどツイートした

日本時間 2015-02-12 03:57頃の地震、
震源地がチリからアルゼンチンに

修正された模様（ほぼチリ北部との国境）。

マグニチュードは6.9から6.7に下方修正。
震源の深さは約190km。 
チリ 
https://twitter.com/gaban_a_bag/status/565594597993484290/photo/1

とりあえず私の移住希望先、ブラジル〜ウルグアイ間からは遠いし、

原発のあるコルドバからも遠い…

http://cosmodia.com/fx
http://bit.ly/1BPhlk7
http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2015021200063&utm_source=twitter&utm_medium=eqa&utm_campaign=twitter
http://j.mp/1yipEOh
https://twitter.com/gaban_a_bag/status/565594597993484290/photo/1


（＾＾；）良かった！

https://www.youtube.com/watch?v=3GwjfUFyY6M
Kool & The Gang - Celebration

死ぬまでに一度は見たい絶景 @frd6151 · 11時間11時間前 
マーブルカテドラル,パタゴニア
Marble Caves, Patagonia

http://tinyurl.com/MarbleCaves11 
南米チリとアルゼンチンのヘネラル・カレーラ湖にある大理石でできた洞窟。

湖水の浸食によって出来たもの。

写メ－ル　旅の絵本 @mail_book · 2時間2時間前 
アグアネグラ峠（標高4779m）- アルゼンチン、

 
 
 

 
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日8:50
画像貼り間違えたがにゃ。（－－；）
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（２月12日）　何が何だか分からず、アタマはまったくマトモな方向には動いており
ませんが、

http://85358.diarynote.jp/201502120901574407/

Stayin’ Alive !
2015年2月12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。

前３つ、追加記事ありますので、お立ち寄りください。

もう一曲、いきましょうか。

https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY&spfreload=1
Bee Gees - Stayin’ Alive (1977) 

０８：５２。バイトは遅番。

札幌はマイナス４℃で無風快晴。

地球の炎上、もとい玄奘…でもなくて、現状につきまして、
何が何だか分からず、アタマはまったくマトモな方向には動いておりませんが、

健康と安全と「生き抜くぞ〜！」という気力だけは確保してあります。

日本の震源１００日が、

まるで「病気になったランチュウ」みたいよね…
★（－－；）★

https://www.youtube.com/watch?v=xN_3nib4r3Y
Earth, Wind & Fire - Getaway (Audio) 

さてさて…

「狭き門より」逃げ出す道を求めて…

今日も、バタ足で…匍匐前進ようそろ〜！

http://85358.diarynote.jp/201502120901574407/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502120901574407/
https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=xN_3nib4r3Y


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日9:03
来るぞ大宮！

逃げろよ水上！
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（２月12日）　大気中の酸素濃度が下がりつつあるようで。下手すると脳貧血や肺浮
腫から壊死を起こして、「平地で高山病」起こして死ぬぞ…

http://85358.diarynote.jp/201502121040254944/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日11:21
やはり海洋プランクトンや藻類の大量死滅により大気中の酸素濃度が下がりつつあるようで。

日帰りで平地から高度2000ｍの山頂まで往復する程度の登山経験ある人たちなら適応も早いでし
ょうが、

被曝で免疫落ちてヘモグロビン減ってる人たちは、

下手すると脳貧血や肺浮腫から壊死を起こして、

「平地で高山病」起こして死ぬぞ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日11:33
太陽光と紫外線は強烈だけど、昨日のような電磁波びりびり感はありません。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日15:52
韓国原発からの汚染来襲で線量上昇が停まらない福井で、さらに地元原発再稼働してトドメをさ

そうとする奇痴害は葬科学怪が欺罠かどっちだ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月12日21:17
海自ヘリが行方不明とな？

(-"-;)
脳ベクレ墜落をロコウキョウに仕立てて、そのまま開戦前夜？

(-_-#)
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502122202437295/

ホグワーツなう。（違っ

2015年2月12日 旅行 コメント (2)
なんか久しぶりに寄り道。

(^。^;)

冬も終わりつつあります。

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日0:44
ばか自のヘリはつまり火山灰をエンジンに吸い込んで墜落したと。

危機管理能力ゼロの軍隊で戦争なんかする気？(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日2:39
脳ミソが動いてない。

何も考えられない。
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（２月13日）　今生、「人間として」やり残しの課題の最たるものが「人間関係」っ
ていう初歩の初歩…（－－；）…☆

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

妄想爆走〜大脱線ｗ　（追記あり。）

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

バイトの往復とも歩いてしまった（計５時間超？）ので、久々に「体が疲れ

」て、

ＰＣ画面に辿り着く前に寝床に直行してしまいました…。

（＾＾；）

（健康！）

そして、ぜひとも貼り付けたい本があったんですが、

ＤＮさんの弱装な検索機能では引っかからなかった…ｗ

普通検索で貼りましょう。

これなんですけどねｗ　＞

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

へ〜、アニメ化もされてたんだ…。
（＠＠）（知らなかったｗ）

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

…えぇまぁ…（－－；）

何が言いたいかというと、「知ってる人」なら一瞬でご理解いただける？

とは思うんですが、非常に

「身につまされる」キャラでして、この（画像の）人…ｗ

何がって、王様で暴君でワガママでコワレかけてて繊細（？）で、

きれっぱなしで「取扱要注意人物」の、性格とか言動とかが…

＞興奮すると手当たり次第に物を投げたり、自傷行為をする癖がある。

　＜（〜〜；）＞　

…「前世の私に」…★

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

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

自分の限界とか周囲の「常識」とかが全然わかってなくて、

いつでも「全力以上疾走」だったんで…（－－；）

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

…
（－－；）

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

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

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

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

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

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

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

気分直しｗｗｗ

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

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

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

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

どんなダンスを選ぼうと、人それぞれの好みだろ？？

…こんなのまで流行ってるのか…
（＠＠；）

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

…「危ないからやめなさい」と言いたくなるけど…
…（＠＠；）…

これ、「復員兵の社会復帰のためのリハビリ」に、使えないかな…？？？
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https://www.youtube.com/watch?v=VLcKX1f9tnM
https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI


かなりのとこ「命懸け」だけど、

「他人をけして傷つけることなく」

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

痛い痛い痛い…ｗ（－－；）ｗ

でもね。なんとか、「彼ら」が、これから苦しむであろう毎日のなかでも、

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

中東「ベテランズ」によるハリウッド【スタント師団】派遣会社とか作って…、

映画のなかでだけ、平和な「戦争ごっこ」をしていられる、ように…。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日11:41
０４９　８８００ｗ

（＾ｗ＾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日13:21
すいません。画像に釣られて大脱線ｗ

したので、ラブネタの続きは後ほどｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日14:11
いや、BEAT IT を貼ったのは、一応、

「紛争当事者でなく、調停者になりたい」って、

「意味」はあったんですが…ｗ
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（２月13日）　どうせなら…こんな「大舞台を率いて楽しい」仕事がしたいね…来世
では…。

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

妄想爆走〜大脱線ｗ　その２．

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

ごめん。脱線したまま突っ走ります…ｗ

どうせ「大部隊を率いて難しい指揮をする」なら…

こんな「大舞台を率いて楽しい」仕事がしたいね…来世では…。

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

ほら♪

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

「平和と相互尊重」の…モデルケースだろ？
　（＾ｗ＾）ｇ

（「おっぱいメロン」嬢がすごいね…ｗ）

あ♪　スペイン語が解る♪

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

「平和のためのダンスパーティー」

「愛してる♪　踊れ踊れ！」

http://85358.diarynote.jp/201502131218262409/
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https://www.youtube.com/watch?v=71mvhsYBPwI
https://www.youtube.com/watch?v=dsbDUnTuW4s


…こんな街に棲んで、こんな
暮らしがしたいな…♪

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

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

もう二度と。

殺されたくない。

殺したくもない。

拷問されて、苦しみぬいたすえに死ぬのも嫌だ。

敵を斬首して、遺族が哭き伏す前で立ち尽くすはめになるのも嫌だ。

私は、生きたい。

生かして、生かされたい。

生きて、歌って、愛して、働いて…

生きて、死にたい…。

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

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

このようにね。

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


老いて、死にたいね…。
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日20:46
cmk2wl @cmk2wl 
· 2月12日 
君が 100年生きるなら
僕は、その 100年の 1日前まで生きていたい。
A・A・ミルン
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（２月13日）　Mar-San's GO-HOME ！

http://85358.diarynote.jp/201502131226575792/

「火星人よ、故郷へ還れ」。

2015年2月13日 ★戦争反対★ コメント (1)
 
（承前）。

https://www.youtube.com/watch?v=5Of2hQvJKv4
A Message To Humanity - Charlie Chaplin - [Extended Version / Re-Cut Max Bryan] 

https://www.youtube.com/watch?v=-RYlAPjyNm8
A Message To Humanity! 

https://www.youtube.com/watch?v=f_SmPqd6zgs
�� REAL LIFE HEROES | 2015 | Faith In Humanity Restored | Part 19

https://www.youtube.com/watch?v=K2sQUvqDVr0
Restoring Faith in Humanity - helping others in need 

https://www.youtube.com/watch?v=v1z0AMsqO7A
ヱヴァンゲリヲン新劇場版序~beautiful world arlie Ray
 
        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日16:46
新しいトップストーリー 
Sollen(News) @sollen2525 · 2月12日 
『ロケットニュース24』 【マーズワン】「火星人を産みます！」と公言する火星移住候補者 / “低
重力・宇宙放射線” など過酷な環境で妊娠・出産・子育ては可能か？

http://85358.diarynote.jp/201502131226575792/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201502131226575792/
https://www.youtube.com/watch?v=5Of2hQvJKv4
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https://www.youtube.com/watch?v=K2sQUvqDVr0
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http://bit.ly/19aAXTX



（２月13日）　まぁ顔や体格がどんなに違ってても、「私を見つけて笑ってる」表情
を見れば、判別可能じゃないかというのが、今んところ唯一の識別法のアテなんですが
。

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

きのうの返信。（付：「好みの異性」写真…ｗ
）

2015年2月13日 恋愛 コメント (3)
 
脱線した本線から戻ります。

（＾＾；）これとこれの続きね。

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

まず拾い物を１曲。

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

えぇと、まとまらないので、昨日書き損なった私信から先で。

昨日の「送信」これだった？（編曲バージョンは不問で）

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

ないす選曲♪　ありがとう。

ちょうどバイトの８〜９時はヒマでヒマで、ぼ〜っとしてたので、

とても高音質の「脳内放送」は実にタイムリーでした…。

　♪（＾＾）♪

きみの耳のほうが私より音楽的に精細か、

聴いてる再生装置がうちの老兵デッキよりも高音質なのかな…♪

http://85358.diarynote.jp/201502131505136633/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502131505136633/
http://85358.diarynote.jp/201502131131062590
http://85358.diarynote.jp/201502131218262409/
https://www.youtube.com/watch?v=b88pxLpMZKk
https://www.youtube.com/watch?v=31DFW_Fd0vA


あとちょっと、ビジョン？が見えたけど、

もしかして今生のきみ、わりと「丸顔」？

（＾ｗ＾）

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

いかというのが、今んところ唯一の識別法のアテなんですが。

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

「どんな顔かな〜」と思ってたら、一瞬「視えた」けど。

わりと私の「好みのタイプの顔」？

（＾ｗ＾）ｇ

だったようで嬉しい。

ちなみに今生の私が主張する「いい男」って、

貼ってある画像のような顔のタイプで…。

平均的現代日本女性の皆さんからは、

何故だか？

生ぬるい微苦笑を頂戴してしまうんですが…

いいじゃないか！

「萌え」なんか、人それぞれなんだから…！

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

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

いきなりすっ飛ぶ。

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

https://www.youtube.com/watch?v=EjXOZocFjMk
https://www.youtube.com/watch?v=tGbclQY65kI&list=PL58724B14428544C2


敗者でも、歯医者でもなく…
ねｗ

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

…あ、耳が痛い唄だ…（－－；）…
 
 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日15:12
ちなみに画像は上から、

　キング牧師

　札幌の上田市長

　中年版レオナルド・ディカプリオ

…ですｗ

https://www.youtube.com/watch?v=naz0-szzYXk&index=2&list=RDb88pxLpMZKk
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150213/85358_201502131505136633_1.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日15:30
０４９８８３０．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

好みじゃありませんでした…ｗ

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月13日）　いつか、かならず、同じ道で、逢えるよね…。

http://85358.diarynote.jp/201502131607175092/

Nothing hurt.
2015年2月13日 恋愛 コメント (5)
　

えーとまぁ、パラパラ書きますね…。

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

ちなみにこの漫画＞

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

「私と似ている」気がするんですけど…

　（－－；）

とくに外科医バージョンの偉そう大王な時とか、

日ごろ「温厚そうな常識人」ぶりっこしておいて、

ぶち切れたあとの暴れっぷりとか、

ぐれたあとの全放棄ヤサグレ具合、とかが…☆
　＜（－－；）＞

まぁだからとにかく。

今生、「漫画を読むために生まれてきた」と断言して憚らない（＾＾；）

（部分もある）私ですが…

沢山たくさん、夜毎に読みふけっているので。

少しは学習したです。

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


「大切だと思ってる相手のことは、いつでも大事にしとけ」

とか、

「想ってることは、ちゃんと言葉と態度にして伝えとけ」

とか、

「不安にさせないのは、恋人の義務。」とかですね…

（いや、このへんは「パーム」シリーズじゃなくて、

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

とにかく誓います。

二度と、何も告りも相談もしないうちに、

勝手に傷ついて悩んで煮詰まって、

一人で崖から（しかも目の前で！）飛び降り自殺とか、

そういうアホ過ぎるマネは、「やらかさない」と、誓えますので…（－－；）

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

もう一度、遇いたい。ですね…

これはどの漫画の名言だったっけな…

「全員助けるために、自分だけが死ねば済む」方法じゃなくて、

「自分もほかのひとも全員助ける！」道を、

探さなければダメだろ。

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


みたいな…（＾＾；）…。

難しいよね。

でも、これから、また、がんばってみるよ…。

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

（見なれると、この槙原クンも、けっこう「いい男」の部類だな…♪）

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

「私に何かあったら、むしろ、

　あなたのほうが痛いのだ。」ということが、

全っ然！　解っていませんでした…

　＜（〜〜；）＞

すいません。重々、

反省しております…（－－；）…★

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

       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日20:41
cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前
 
あなたは、自分が与えたものしか

受け取ることは出来ません。

人生のゲームは、

ブーメランのようなものです。

あなたの考えや行動、

そして言葉は、

やがて驚くほど正確に

自分に戻ってきます。

フローレンス・スコーヴェル・シン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日20:49
cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
利己的な人間は

自分を愛しすぎているのではなく

自分をほとんど愛していない。

彼らの行動は

過剰な自己愛の産物のように

見えるかもしれないが

実際は自信のなさに起因している。

利己的な人が

他人を愛していないのは事実だが

それよりもずっと

自分を愛していないことが

問題なのだ。

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日20:50
cmk2wl @cmk2wl 
· 21時間 21時間前 
奇妙なように思えるかもしれないが、

私たちが他人に認められようとするのは、

自分で自分を認めていないからだ。

ジェリー・ミンチントン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日21:01
０４９８８６０．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日22:27
…う〜ん…（＾＾；）

槙原クンに惚れそうです…ｗｗｗ

なんて「イイ男」なんだ…ッ♪♪

　（＾＾；）

あなたも、こんなふうに、歩いていてくれるなら、

いつか、かならず、同じ道で、逢えるよね…。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月13日）　その「方向を決めてる」分岐点が「今」。

http://85358.diarynote.jp/201502132033145625/

NEVER　END.
2015年2月13日 恋愛
　

（承前）

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

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

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

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

」ということを真剣に考えなければならない時代。その「方向を決めてる」分岐点

が「今」の政治。

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

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

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

うなのはわかるんですけどね。

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

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

的に主張すべきですよね。

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

。

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

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


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

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5294.html …
日本人が大量被曝死して人口減少するのに備え中国人を移住させて人口を維持してい

るように見せかけるのが安倍晋三の考え

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

住すれば丸く収まることになりませんか。」　

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

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

忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 57分57分前 
・・・

ええっ

そういえば

国民総被曝政策と辻褄があってしまう・・・・

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

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

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

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

子衆院議員も民主で当選していますからね」（道政記者）

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

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

99人がリツイート 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5294.html
https://twitter.com/buvery/status/566059987026210816
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&index=27&list=RDb88pxLpMZKk
http://bit.ly/1jwEHkI


cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
泊原発周辺の線量はいまだにおかしい。

だれも北電に電話で聞いたりしないの？それはいいとしても、防護はしているの？

何が起きていても、すぐに知らされることはないんだよ？

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

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

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

では一斉に小学生の鼻血を出す者が多かったという。

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

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

急病人

給食

水道水

セシウム

プルトニウム

ウラン

ストロンチウム

心臓 

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

◆被曝を防ぐには移住です⇒ https://okayama-life.jp

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

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

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

して再び東京に出張とは…　悔しい。

http://www.mdose.tb.iij-ii.co.jp/radiation/hokkaido/weekly.html
http://bit.ly/17vCgVH
http://inventsolitude.sblo.jp/article/113051112.html
https://okayama-life.jp/


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

でに、個々にあった解毒手段と吸引被曝を避ける生活を徹底するしかないです。

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

ロが怖いから。鳥かごの中みたいに、日本の中に日本国民を逃がさずに入れるみた

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

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

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

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

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

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

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 

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


【M2.7】根室地方 深さ135.2km 2015/02/13 11:36:19
(G)http://j.mp/1MhQFvJ (Y)http://j.mp/1Dnf273

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

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

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

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

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

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

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

が私をここにとどまらせている。 

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

これっぽっちも考えてない。

頸部を治して、働いて貯金して、海外に移住する。それしか頭にないよ。

いっそのこと、『国外追放処分』にでもしてくれた方がどれだけ気楽なことか。

http://j.mp/1MhQFvJ
http://j.mp/1Dnf273
http://j.mp/1EhOC4W
http://j.mp/17p9TQ3
http://j.mp/1FDuxr5
http://j.mp/19buPdS
http://j.mp/1Ck97M3
http://j.mp/1B13abm
http://j.mp/1IZr5MA
https://www.youtube.com/watch?v=K7rob0JVlfE&list=RDiyw6-KVmgow&index=6


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

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

あえず、フランスかハワイに移住したい。

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

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

まもなく国外へ移住もできなくなる。

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
ひみつ日記

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

https://www.youtube.com/watch?v=2NAnK3APQlg


（２月13日）　今度君に会ったら。／切迫した生命の危機なのに、優先順位を間違え
たら死ぬだけ。

http://85358.diarynote.jp/201502132100005543/

ねばー・ぎぶあっぷ・らんど…（＾＾；）…

「人生は生き抜くことに価値がある」。

2015年2月13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=Cd4ODl5WGxY&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-
awyzx&index=6
KAN　世界でいちばん好きな人

前項、キレてたんで復元しました…☆
＜（－－；）＞

【注意欠陥】脳障害は、被曝の前からの持病？ではあるけど、

被曝後は、ますますひどくなってるなぁ…

cmk2wl @cmk2wl 
· 23時間 23時間前 
Googleトレンド検索　東京都
記憶力低下

頭に入らない

記憶できない

すぐ忘れる

忘れてしまう 

cmk2wl @cmk2wl 
· 23時間 23時間前 
「 君は、生き残ることができるか？ 」機動戦士ガンダム 

cmk2wl @cmk2wl · 20 時間20 時間前 
Googleトレンド検索　東京都

http://85358.diarynote.jp/201502132100005543/
http://85358.diarynote.jp/201502132100005543/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.youtube.com/watch?v=Cd4ODl5WGxY&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx&index=6


歌えない

声がでない

声がかすれる

声が出せない

歌が下手

そりゃ、核燃料の微粒子を吸い込んでるんだからね。 
http://pic.twitter.com/409izKQIZQ

こうママ＠人生は生き抜くことに価値がある

@osoujipan @cmk2wl 直接的にもそうだと思いますが、甲状腺やられても記憶力低下
とともに声が出なくなり低音になり音痴になります。私がそうでした。

https://www.youtube.com/watch?v=O-
lcogjGUsI&index=7&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx&spfreload=1
今度君に会ったら（KAN） - aiko

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
PM2.5 愛知県稲沢市稲沢市で 88μg/m3 
https://twitter.com/cmk2wl/status/566002940305874944/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
昨日12日に引き続いて、日本海側に東電福島原発からの風が回り込んでます。

https://www.youtube.com/watch?
v=qALVIE0IMS4&index=12&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx
めずらしい人生　KAN

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
切迫した生命の危機なのに、優先順位を間違えたら死ぬだけ。

他の事をやっている時間なんて、まったくない。

湯浅がアベがなんて言ってる時間は、残されてない。

http://pic.twitter.com/409izKQIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=O-lcogjGUsI&index=7&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx&spfreload=1
https://twitter.com/cmk2wl/status/566002940305874944/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=qALVIE0IMS4&index=12&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx


cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
まず最初にあなたが、

行動をおこしなさい。

フローレンス・スコーヴェル・シン 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14 分 14 分前 
震源地：三陸沖だ

さっきのはプレート境界じゃないけど、ゆっくりとした「3.11と似た」うすきみ悪い揺
れだな。北海道の先端から東京まで揺らしてる。また増えてきてるよね。三陸沖の地

震

→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/564051663120375809 …）

https://www.youtube.com/watch?v=ryksNPsg00M&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-
awyzx&index=10
50年後も - KAN 

https://www.youtube.com/watch?v=oJyPmKUzouM
Japanese artist,KAN! bye-bye-bye｢バイバイバイ｣アレンジ

https://www.youtube.com/watch?v=GxyzP5-8f3k
KAN バイバイバイ〜amami〜
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日21:35
ところで「太宰治＝私の前世？」説もあるですよ…ｗ

発見されたとやらのラクガキみて、

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/564051663120375809
https://www.youtube.com/watch?v=ryksNPsg00M&list=PLW_UBihK1Sab7IjP10VKx60y3wz-awyzx&index=10
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「絵柄が似ている」のでちょっとガクゼン…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日21:57
杉谷好一、が、苦笑いしながら、磯原兄ズが苦手だ…とかぼやいていやがります。

おっけー。【創作脳細胞】は、被曝に負けていない。

タイミングがまだ来てないだけだ…

頭を低くして。

志は高く高く保って…

焦らずに、時節を待て…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月13日22:57
そうじしそこなった★
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（２月⒕日）　なんか唐突にアタマんなかで谷山浩子（タイトル失念）が鳴ってるけど
、(^_^;)　再現できるほど覚えてるきょくでもないので、これきみの脳内送信？(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502140446568013/

ロシアと北太平洋でＭ７が２連発？(‾○‾;)
2015年2月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

今度は見間違いでなく、本当に２連発…？(・ω・;)(;・ω・)
 
しかもロシア〜ウクライナ国境？（；‾Д‾）
 
震源１０km？（最大震度７？）
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日4:47
たしかに昨夜、遺書みたいな曲を貼っちゃいましたが…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日4:51
とりあえずまだ寝ます…（涙目

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日4:53
ベラルーシ全土が震度５くらい逝った？(・_・;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502140652592392/
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あした地震が起こったら…
2015年2月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

あらためまして、おはようございます。

０６：３０のタイマーが鳴っちゃいました。

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

ダッシュで情報チェックのみ。

まず曲。（－－；）

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

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

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M5.9】TAIWAN REGION 25.3km 2015/02/14 05:06:32JST, 2015/02/13 20:06:32UTC
(G)http://j.mp/1Ax2Xvx (USGS)http://j.mp/1D5eWCq
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地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
Updated【M6.9】NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2015/02/14 03:59:11
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1vrnZpe (USGS)http://j.mp/17uhzRc

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

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

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

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

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

奥尻周辺沖の浅い震源も気になりますが、こういう深発も

あなどれない

固定されたツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2月22日 
チェルノブイリ原発事故。10年後の証言

http://j.mp/1vrnZpe
http://j.mp/17uhzRc
http://j.mp/1CpwyDC
http://j.mp/1D4XU7n
http://j.mp/1KTxS87
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「１０年経っても子供達は放射能に蝕まれてる。事故現場から200キロ以上離れた所の
子供の23%が白内障、失明。84%が不整脈で心筋梗塞の予備軍です
（http://www.dailymotion.com/video/xneyj9_yyyyyyyyyyy-yy10yy-yyyyyy_news …）

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

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

こういう事を国民が指摘していかないとダメになる。日本は。

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

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

て「命に関わる水脈」だよ。

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

てない。人間が近づけないから。近づいたら数時間で死ぬから。

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

うな、すごい事が起こってるのにアンダーコントロールと言う異常な状態

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

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

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

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

すよ

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

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

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

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


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

っと国内の心配しろよって思う

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

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

。火口付近のマグマが溢れるような爆発。鹿児島の友人も「空振が以前とは違う」

と言ってる

はいおまけ。

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

常備薬。

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

再現できるほど覚えてるきょくでもないので、これきみの脳内送信？(^_^;)

頼む。もちょっと、

明るい曲にして下さい…(^。^;)

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

σ(^◇^;)。。。

中島みゆきの（荒野より）を

https://www.youtube.com/watch?v=t1GO-93Nt3c
https://www.youtube.com/watch?v=-cKwxvb7TEs
http://85358.diarynote.jp/
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１日歌っている予定…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日7:26
あれ？ミッドアトランティックって、北太平洋じゃなくて、

揺らしあ…もとい、(^_^;)ユウラシア大陸中央山塊の意味…？

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日7:38
思い出したｗ

これ谷山浩子の「君が壊れた」だ…ｗ(^。^;)ｗ

大丈夫、寝ぼけてただけです。

(^_^;)

ロシアでＭ７、台湾でＭ６、

ほか各地でＭ５Ｍ４が連発中。

札幌は軽く吹雪。

気温プラマイ０℃。

１時間早いバスに乗って、

１０分遅れで安全走行中。

マウモンタイ。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日7:53
違うね。

やっぱり北太平洋でも完全に

ロシアと同時発震で、Ｍ７級…
ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
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2015年2月14日8:07
札幌の西の空の雪雲の色が、

なんか変です。

なんか鉛色？

神経過敏なだけかな？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

関東４千万人の強制移住計画が策動され中とか風の噂。

遅すぎるけど、やらないよりはいい。

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


（２月⒕日）　「きみのいない日常は、まるで永遠のよう」。

http://85358.diarynote.jp/201502141223173076/

ロシアのＭ７地震とチェルノブイリの被害状況

について全く情報が無い不思議。(-_-#)
2015年2月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

札幌から南の空のビリビリ感がまた半端なくなってますが、

死害線スルーで

済ます気だろうか。

 
        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日12:32
うっかり買ってしまったブルーベリージャムパンのベクレ具合もパネェ。(-"-;)

ミラノ博とやら、むしろ、

「え？日本の食材て普段は

ＥＵ禁輸なん？何で？」

をアピールしてるよな…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日12:35
紫外線と放射線のＷ攻撃。

欧米はすでにパニックだろうな…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日12:52

http://85358.diarynote.jp/201502141223173076/
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「きみのいない日常は、まるで永遠のよう」

それ暗譜で歌ってる？(^_^;)
音素数が全然違うｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日18:49
東京と香川でスパイク。

沖縄で欠測。

なんだこれ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日18:57
「何も考えずに、そこから逃げなさい」横浜。(∋_∈)
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（２月⒕日）　今朝の「脳内送信」ＢＧＭってこれ？　しかしながら、放射能ごときに
オトナシク殺されてやるワタシじゃないんでね…★

http://85358.diarynote.jp/201502142122177968/

いずいっと、みー？…（＠◇＠；）…
2015年2月14日 日常
　

どわははははッｗ（＾◇＾：）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
キリギリス　ＫＡＮ　歌詞付き 高音質 

知らなかったこの曲！

「偶然」発見…ッ！ｗｗｗｗ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

【一曲アンコール追加♪】　妄想街道。

〜アトカタモナイノ国〜（－－；）…★
2015年2月14日 恋愛 コメント (5)
 
さて。笑いころげた腹をなだめて、

今朝の続き

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

（＾＾；）

今朝の「脳内送信」ＢＧＭってこれ？

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

いや、コワレタのはワタシじゃなくて、チェルノちゃん…★

http://85358.diarynote.jp/201502142122177968/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
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それともこっち？

https://www.youtube.com/watch?v=5PkWMeb8HAE&list=PL2F86081EE7A8A5E8
片恋の唄 - 谷山浩子 

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

ご丁寧に超高音質のピアノ和音フル演奏で（＾＾；）

送信してくれてどうも〜…★
…（＾＾；）…

悪いけど、こういう「自己満足」的に「後ろ向き」な、

自己充足の薄昏い【濃い】唄って、あんまり好きじゃないんだよ…★

（－－；）

（なので、前に聴いた時は最初３０秒くらいでぶち切っちゃったので、

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

　…ｗ（〜〜；）ｗ…

どうせ「暗さ」を追求するなら、もう本当にこのくらい、ドド〜ン！と、

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

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

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

…いや、通勤途中の朝だったね…。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=5PkWMeb8HAE&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=JGJzLwtcxKM&index=64&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=-d4MEvkJ9cw
https://www.youtube.com/watch?v=lWe83iXYX3A


あっ！　違う！　見つけた！　この曲？

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

…うわ…（＠＠；）…初聴き…

すげぇ…、「今の地球とニッポンの状況」に、ぴったり…？★

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

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

ちなみに私のベストオブ谷山浩子はこれです。

（＾＾）

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

もう３５年ぐらい？

へこんだ時の復活ソングにしている…。

せっかくなので、おまけ。

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

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

さらに蛇足。

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

しかしながら、放射能ごときにオトナシク殺されてやるワタシじゃないんでね…★

https://www.youtube.com/watch?v=HmBP5SPdbbI
https://www.youtube.com/watch?v=bt-Q3M4vIQ8&index=61&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=qwiOb_qbhNQ
https://www.youtube.com/watch?v=wQFkhjf38GY&index=55&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=K8IxNik9xj4&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=NfOpidG9jwo


https://www.youtube.com/watch?v=CGOxvlHBZPo
仏の顔もIt’s Alright - 上々颱風ShangShang Typhoon feat. 初代桜川唯丸 
（ＣＤ版のほうがおすすめｗ）

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

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日22:38
…あ、ごめん。（＾＾；）

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

のであった…ｗｗｗｗ

もうめんどうくさいから、さっさと迎えに来いって…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

　ｗ（－－；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月14日23:36
それにしても本当に【変】の一言だよ？

チェルノブイリの直近でＭ７地震があったのに…

https://www.youtube.com/watch?v=CGOxvlHBZPo
https://www.youtube.com/watch?v=Ae3IXGtfkm0
https://www.youtube.com/watch?v=QcwfJjrWpAw&index=8&list=RD27YRNn7vZbE
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ツイッターすら、どんどん消されていて？

まったく…

情報が…

無い。（－－＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

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

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

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

だけ大丈夫なのかな？

その石棺が、たぶん地震で壊れた…んだよ？
（－－＃）
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（２月15日）　今朝は妄想系じゃなくて（？）、「霊界通信系」で、何故か太ゴシッ
クで、【大工哲弘】という活字が大脳前頭野に大投影されていますので…

http://85358.diarynote.jp/201502150640221787/

「沖縄を返せ！」

2015年2月15日 チベット有問題 ！ コメント (1)
 
 
おはようございます。０６：１９。

札幌は断続的な強風と吹雪ですが、気温はプラマイほぼゼロと高め。

不穏な気象状況です。

バイト早番。道路状況不明。

（－－；）

今朝は妄想系じゃなくて（？）、「霊界通信系」で、何故か太ゴシックで、

【大工哲弘】という活字が大脳前頭野に大投影されていますので…

まぁ大急ぎで代表曲？を拾って幾つか。

https://www.youtube.com/watch?v=UunWEjoxE_0
沖縄を返せ沖縄に返せ！

https://www.youtube.com/watch?v=9_FwmPLpeII
大工哲弘『BLUE YAIMA　ブルーヤイマ』produced by 久保田麻琴　【Album Trailer】

https://www.youtube.com/watch?v=l72XDw3As_Y
大工哲弘 / イリヌミルク 

https://www.youtube.com/watch?v=494Wsq_Z-Og
ハートランド　大工哲弘 

…なんで大工さんなんでしょうね…。

http://85358.diarynote.jp/201502150640221787/
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辺野古で、何かあったのか、

津波が来る。というメッセージ？なのか…

　…（＠＠；）…

沖縄　4・28　屈辱の日　沖縄を返せ　2013 
https://www.youtube.com/watch?v=vgRQRgNyOFg

https://www.youtube.com/watch?v=wkDN9LAAPk0
【Megurine Luka】 沖縄を返せ.：Chanson de la réversion de mouvement Okinawa 【Vocaloid
2】；巡音ルカ 

https://www.youtube.com/watch?v=SsEPjPfD4g8
大工哲弘　がんばろう　JINTA INTERNATIONALE

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月17日8:51
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
「ハカ（Haka）」。このダンスはニュージーランド先住民マオリ（Maori）の神聖な伝統文化だ。
それにもかかわらず英国や日本の企業などが無断でハカをまねて営利目的に悪用しており、マオ

リたちは怒っている

http://www.afpbb.com/articles/-/3063391 …
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https://www.youtube.com/watch?v=SsEPjPfD4g8
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150215/85358_201502150640221787_1.jpg


 

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150215/85358_201502150640221787_2.jpg


（２月15日）　辺野古が大変らしい。／そう言えば、「酸欠だと幻覚や幻聴が増える
」んだよ…

http://85358.diarynote.jp/201502150652576185/

【早く！　逃げなさい。】

2015年2月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

地震も大問題だけど、

「チェルノブイリでＭ７地震」の

「情報が一切隠蔽されている」のが、最大の難敵…。

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【M2.8】群馬県北西部 深さ153.3km 2015/02/15 02:58:22
(G)http://j.mp/1zeJ9sd (Y)http://j.mp/1BbHauy

地震マップ @eq_map 
· 24時間 24時間前 
Updated【M6.2】TAIWAN REGION 24.6km 2015/02/14 05:06:31JST, 2015/02/13
20:06:31UTC
(G)http://j.mp/1JazdKk (USGS)http://j.mp/1D5eWCq

地震マップ @eq_map 
· 2月13日 
Updated【M7.1】NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 13.8km 2015/02/14 03:59:12
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ax6zgV (USGS)http://j.mp/17uhzRc

地震マップ @eq_map 
· 2月13日 
【M6.8】RUSSIA-UKRAINE BORDER REGION 10.0km 2015/02/14 03:59:36
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1KTxS87 (USGS)http://j.mp/1F6Iss2

http://85358.diarynote.jp/201502150652576185/
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https://www.youtube.com/watch?v=7QAvawyGSlw&list=RD27YRNn7vZbE&index=19
Wonderful Nature of Earth - kamigami no uta
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日6:53
来るかな、北関東大震災…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日7:39
震源地を拡大したら、長野原の白砂川だった…(‾○‾;)

（我が闇ファンタジーの舞台である…）ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日7:40
辺野古が大変らしい。

皆さん、ツイッタ検索。

前項参照してね…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日8:35
強い風は北北東から。

でも気温は高め。

線量は低め。

酸欠感が再発。

そう言えば、「酸欠だと幻覚や幻聴が増える」んだよ…
(・ω・;)(;・ω・)

https://www.youtube.com/watch?v=7QAvawyGSlw&list=RD27YRNn7vZbE&index=19
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月15日13:44
なんだか頭蓋骨が変形して

寿老人みたいになってきた？

(・_・;)

被曝の影響なのか、はたまた、

明らかにユダヤの血を引く骨格だった母方の祖父母の血が発現したのか…(・ω・;)(;・ω・)

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


（２月15日）　私は元気で、安全で、暖かくしているよ。（きみも、そうであります
ように…！）

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

逢いたい人なら、逢いにゆけ…　
（付：へびのあし。）

2015年2月15日 恋愛 コメント (1)
　

おばんでーす。（＾＾；）

「外出自粛」と言われている嵐風のなか、

面白がって歩いて帰宅したウマシカりすは、ワタクシでーす…ｗ

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

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

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

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

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

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

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

http://85358.diarynote.jp/201502152205258889/
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おやすみ。またあした。

私は元気で、安全で、暖かくしているよ。

（きみも、そうでありますように…！）

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

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

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

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

北風が吹けば吹くほど気温が上がり、雪が溶けていく異常。

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

http://85358.diarynote.jp/201502160950382088/

縁は異なもの／仏説マカ不思議ハンニャハラミ

タシンギョウ…
2015年2月16日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (5)
https://www.youtube.com/watch?v=gUDikbjabaw
愛だけを残せ / 中島みゆき [公式] 

ナスカの痴情ェ @synfunk · 2月4日 
「人質事件対応に問題はなかったか」「テロリストに配慮しろというんですか？」「

事件の呼び水になった可能性は」「テロリスト擁護ですか？」「交渉は」「テロリス

トの言いなりがよかったということですか？」

Twitter名物のクソリプの応酬が現実にみられるとはな。

くろ・ザ・なげっとぽてと・タイフーン @neko3no3te · 2月11日 
わはははは。→

「確率的に考えれば、同じ宝くじ売場で１等当選が出る確率は最も低くなるはずだか

らだ。」

ロジカルシンキングができない人々【論理よりも感情が優先される国】(自由人) -
BLOGOS（ブロゴス） http://blogos.com/outline/105280/

まっきい @Cal215 · 2月10日 
こんな確率論認識だから、皆騙されるんだろうなぁ…まあ、確率で１を超える答え書
いて平然とする学生増え続けてるの見ると納得だけど。 RT @BB45_Colorado: 「確率
的に考えれば、同じ宝くじ売場で１等当選が出る確率は最も低くなるはずだ」

スゲー。

Cheru @Cernobyl · 2月10日 
？？？？？ / "確率的に考えれば、同じ宝くじ売場で１等当選が出る確率は最も低くな

http://85358.diarynote.jp/201502160950382088/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201502160950382088/
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るはずだからだ。...１等当選が出た宝くじ売場は、当選発表後には「最も当たらない宝
くじ売場」に変化しているという確率的事実がある" 
http://blogos.com/outline/105280/

ペタディメンジョールノ @petadimension · 2月10日 
「確率的に考えれば、同じ宝くじ売場で１等当選が出る確率は最も低くなるはずだ」

賢人の教え通りだと、１等が出た店は全員が避けて潰れるので、最後に残った売り場

では確率１でゲットということになるな。なるほど。

新説「残り物には福がある」理論？

（＾◇＾）

飯田泰之 @iida_yasuyuki · 2月10日 
「確率的に考えれば、同じ宝くじ売場で１等当選が出る確率は最も低くなるは

ずだ」....ワロタｗ 筆者が全然できてない　→ロジカルシンキングができない人々【論
理よりも感情が優先される国】 #BLOGOS
http://blogos.com/outline/105280/

芝虎（しばとら） @shibatora2010 · 2011年10月28日 
よく宝くじ売り場に「あたりの名所」とか「この売り場から3億円出ました」という文
句が掲げられているけれど、確率的に考えれば宝くじが当選する確率としてはなんの

優位性もないのに、それでも人はなにかにすがりたくなるって不思議だなと思った。

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日9:52
さて。バカ客の万里の壁に囲まれた、バイトに逝ってきますよ…。

http://blogos.com/outline/105280/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日10:42
現在、私のアタマと通勤バスは完全に動きが停まっております…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

(-"-;)

「もう遊んであげないよ〜」の意味かっ！(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日8:34
〜０４９９０６０、

＞０４９９１９１．
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（２月16日）　ひとの（りすの？）アタマでおかしな送信実験するなッ！

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

「計４８時間２０分の長旅」。

2015年2月16日 旅行 コメント (3)
　

札幌発

トワイライトエクスプレス。

青森駅で２４時間の足留め。

…正直に言おう。

…乗りたかった…ッ！(^。^;)！
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

おかしな送信実験するなッ！

しかも人数増えてるし…
(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/201502161115584556/
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わざわざ自分でピアノ弾いてる髪の長いのッ！

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

(`ヘ´)

しかもグランドピアノか？

まったくもう…(-_-#)

続きの文句だか妄想だかは帰ってからパソコンで打ちますっ

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日16:55
異常睡魔。(∋_∈)
でかい地震が

時空間ともに近そうだ…
 

http://85358.diarynote.jp/
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（２月16日）　眠いわけだ。ひとまわり向こうの時間軸の中で、「千匹の孫悟空」状
態になってる。(^_^;)

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

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

焦らないで。

からだを９０度ひねりなさい。

右足を上げれば、

膝の高さに足掛かりがある。

次を踏み抜くな。

遠回りでも、

地面の見えてるところだけ

歩きなさい。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日22:32
徒歩帰宅途上。

激睡魔続行中。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日23:10
　

いや拝んでも何も出ないから。

http://85358.diarynote.jp/201502162222599134/
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(^_^;)

きみはいつかの飛行体の整備班にいた彼かなぁ？

違ってたらごめん。

私を拝むんじゃなくて、きみが出来ることをして、ほかの人達を救けて？

それが私の

パワーの源になるから。

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日23:16
　

正面だめ。

浅い沼に見えるけど、

そこは渡れない。

踏み込んだら足が千切れる。

左岸に迂回。

しばらく行くと

高さ２〜３ｍくらいの場所に

一休み出来る屋根がある。

傷の手当てをして

沖を見てなさい。

具度楽！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日23:32
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眠いわけだ。

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

「一度でも、誰かを本気で助けたことのある人なら救かる。」

因果応報って、

そういうシステム。

分身たちを集中させてやりたいので、こちらの機体は寝ます。

(^_^;)

妄想通信の答え合わせは明日ね…

覚えてたら！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日23:43
　

…遠浅の海の向こうから、
もう一波来るなぁ…

津波。

しかも、

大洋の、

対岸の地震からだよ…
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（２月17日）　本日の予定はパソコンで妄想遊び系。

http://85358.diarynote.jp/201502170855594194/

３連休〜ッ、っっっ！♪

2015年2月17日 日常 コメント (1)
 
おはようございます。

０８：４６です。

なぜか今月２回目の「３連休」です…なぜだ…（＾＾；）？

札幌は快晴無風。気温プラス２℃。

雪がものすごい勢いで溶けていきます。

朝日新聞が「安倍内閣の支持率上昇」とか大ウソ大本営発表やってる…
（ーー＃）

世も末です。

まぁ本日の予定はパソコンで妄想遊び系と、

海外逃亡の際には持って行くはずがない不要「紙様」の選別処分と、

床掃除と洗濯＋入浴。

あまりにもお天気が良いので、気分次第では買い出しに行っちゃうかもしれませんが…

雪、融け溶けで、泥沼かなぁ…道…

…ｗ（ーー；）ｗ…
 

http://85358.diarynote.jp/201502170855594194/
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日9:02
ちっと作業中断します。
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（２月17日）　完全に魂が抜け（幽体離脱し）たましたが、無事生還。

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

【べつに逃げなくてもいいさ。死にたいな

らな。】

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

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

さっき揺れた分のデータが上がってきました…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 30分 30分前 
8時6分：マグニチュード6.9
三陸沖（N39.9/E144.5）海溝部のアウターライズ震源域
その直後（8時8分：愛媛県：マグニチュード3.5）と（8時17分：根室半島：マグ
ニチュード3.4）の地震が起こってますね 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/567465270449430528/photo/1
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地震マップ @eq_map 
· 27 秒 27 秒前 
【M3.2】三陸東方はるか沖 深さ73.2km 2015/02/17 09:25:42
(G)http://j.mp/1DZTYnF (アニメ)http://j.mp/1DzMHu6

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

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

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

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

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

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

地震マップ @eq_map 
· 13分 13分前 

http://j.mp/1DZTYnF
http://j.mp/1DzMHu6
http://j.mp/1vAc8p0
http://j.mp/1CChLpe
http://j.mp/1zjvwbk
http://j.mp/1EiyxMu
http://j.mp/1EixzzY
http://j.mp/1vAanrM
http://j.mp/17jaeml
http://j.mp/1CBN7Pf
http://j.mp/1CBN7Pd
http://j.mp/1Dj77cd
http://j.mp/1L6ehll


【M3.1】三陸東方はるか沖 深さ4.7km 2015/02/17 08:41:02
(G)http://j.mp/1CBKJbm (アニメ)http://j.mp/17j5AVE

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

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

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

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

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

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.0】釧路地方 深さ130.6km 2015/02/17 02:12:45
(G)http://j.mp/1vzdGzq (Y)http://j.mp/1FiGG7r (アニメ)http://j.mp/1yMwOKS

http://j.mp/1CBKJbm
http://j.mp/17j5AVE
http://j.mp/1Dj3bs4
http://j.mp/17j33La
http://j.mp/1vQGIk5
http://j.mp/1Dj0Ygp
http://j.mp/19pyOnq
http://j.mp/1Dj0Ygk
http://j.mp/17j1Bbx
http://j.mp/1L4nQzo
http://j.mp/1EFsC3Z
http://j.mp/1vQxO5X
http://j.mp/1vzdGzq
http://j.mp/1FiGG7r
http://j.mp/1yMwOKS


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
原発事故直後から、ガンダーセン博士が「3.11直後、関東の人でも、野外にいて無警戒
な人なら、プルトニウムを肺に数十個、吸い込んでます」という衝撃的な解説を、ア

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

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

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

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日9:54
彷徨…もとい、
方向について。

北陸〜宮城〜以北ラインと関東北部の人は、

とにかく日本海（朝鮮東海）側へ抜けて、

ひとまず札幌へ。

関東から西は、とにかく「静岡と愛知は早急に避ける」こと。

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


北陸にも近づいちゃダメ。

西日本はとにかく全体にダメです。

沖縄経由？で、

オーストラリアで「難民申請」するのがマストかと思います…。

運べるかぎりの太陽光発電と、海水の淡水化プラント、あと、

「上総掘り」の知識のある人は、率先移住して下さい。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日10:15
激睡魔再発。

また来る。

近い。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日10:17
【緊急非常呼集】

来てるので寝ます…。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

これから情報チェックします。

札幌は晴天無風、気温プラス４℃。

（－－；）

除雪業者の重機が不安げに、

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


路面の剥き出した道で仕事を探しています…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

（－－；）

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


（２月17日）　とりあえず。昨日の（幽体離脱２回しちゃったので私の感覚的には「
おととい」の）「脳内通信実験」の「答え合わせ」を…

http://85358.diarynote.jp/201502171402525518/

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

まぁ、カミサマが何故わたしを今日「３連休」に「しておいた」のか…は、

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

この物理状況下＞で

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

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

実験」の「答え合わせ」を…

忘れないうちに（すでに半分忘れてるけど）

地震のデータ拾いと同時進行で片耳でやりますよ…ｗ

（支離滅裂になると思うけどｗ）

まず原曲。（＾＾＃）

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

悠宙舞で音楽が自在に聴ける！（＾＾）！と、

気づいた時点であれこれ聴きまわっていた私が、

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


一耳聴いたとたん「嫌い〜ッ！」と叫んで１分もたずに離脱した、

いわゆる「根が暗い唄」（－－；）…

…を、【脳内妄想】？のダンナ氏が、「気に入った」らしく…
（－－；）

数日前に脳内リフレインしていたのが、

私に「聴こえて」きたので、

「嫌いな曲だからやめてッ！」と、

脳内で文句を言いましたよ。と…

（＾＾；）…続く。＞



（２月17日）　ひぐらしのなく頃にたんぽぽ食べてみた。

http://85358.diarynote.jp/201502171439303695/

２．鳥牙訂正。（ ２ 曲＋本文追加つき）。

「妄想通信」＠昨日の「答え合わせ」…ｗ

2015年2月17日 恋愛 コメント (2)
　

まず鬱陶しい？本文とは無関係に一曲。

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

さて。何やら「脳内通信」音楽配信があまり頻繁になってくると？

我ながら自分の妄想なのかリアル通信なのかが判別つかなくなってくるし

（＾＾；）

お互い似たような曲のラリーをしていると飽きてもくるので、

相手をしない（ここに書かない）で放っておいたら、

いかにも「前世記憶にあるうちのダンナ氏」の性格として、

「やりそ〜なこと」（－－＃）なんですが、

「なんか反応させよう」と、

軽い嫌がらせで（＾＾＃）

えんえんさっきの「暗い曲」を３回ぐらい？

脳内リフレイン送信しやがり…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

（＾＾＃）

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

セだっ！

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

（歌詞＞「ぼくが壊した人形のきみを捨てて、明日はきっとここを出て行く」）

…と、ここに書きこんだら、面白いほど（＾＾；）

ピタリと送信が泊原発…ｗｗｗ

んで。

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

と、（妄想内で？）勝手に溜飲を下げていたら、

何故か送信内容がイキナリ、太ゴシック体の活字に代わり、

…「この町には昔から悪い噂があった」…

…とかの、メッセージ？に…（＠＠；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

いや。知ってるけどね。そのフレーズ…。



もう何十年も聴いてなかったし、

いきなり脳裏というか瞼の裏？に、

浮かんでくるまでは完全に忘却の彼方で…、

（とうぜん「好きじゃない」曲だし…！）

今朝、歌詞から逆探知して

悠宙舞で検索してみても、

本人の原曲は見つからなかった（＾＾；）

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

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

ということで…

あった原曲♪

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

…なんだ、このギャグのよーな闇アニメ…★
…＜（〜〜；）＞…

あぁ。この曲じたいは気に入ったｗとかいう変態さんがもしいたら、

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

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

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


（あぁ。いたわけだな。「この曲が気にいった」長髪美人の変態さんが…☆）

続く。＞

の前に、「耳なおし」で、「私が好きなほうの谷山浩子」の

ラブソングを一曲…。
（＾＾＃）

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

私の音楽の好みぐらい解ってんじゃないのか、きみら★

なんで変なのばっかり送信してくんの〜ッ！！（－－＃）

赤面しやがれｗｗｗｗ　（やけｗ）

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

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日14:40
ちなみにこの曲、今になって聴くと、

「たんぽぽ」を「放射能」に入れ替えて聴くと、

すんごい、「現状を皮肉っている」予言の歌。だったんですね…★

＜（－－；）＞

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=-_kobnj3IjE
https://www.youtube.com/watch?v=jI3jin24s8M
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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2015年2月17日15:21
そろそろまた眠くなってきました。

（－－；）

次の発震が近づいています。

なんか霊界？「ガンダム初代」の「スタンバっておけ」状態で、

順繰りに「出迎撃」（お迎えです）準備してるね…（－－；）



（２月17日）　あなたのことはずっと覚えていたし、ずっと私のことを心配してくれ
ている気配も、ずっと感じていました。

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

「死んでたまるか」付。

３．「妄想通信」＠昨日の「答え合わせ」…ｗ
2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
はい。本文とは無関係な一曲。

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

１４：４３。情報チェック。

…はて…。
六ヶ所村と女川原発の、ちょうど真ん中で？

震度５強…？？（－－；）…

地震マップ @eq_map 
· 43分 43分前 
【M5.8】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 40.4km 2015/02/17
13:46:38 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1L6WRVJ (USGS)http://j.mp/1Dk5Ly9

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

じゃ。「妄想の続き」ね〜…★

http://85358.diarynote.jp/201502171542548236/
http://85358.diarynote.jp/201502171542548236/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502171542548236/
https://www.youtube.com/watch?v=hWiki8UOImY
http://j.mp/1L6WRVJ
http://j.mp/1Dk5Ly9
http://j.mp/1z81J43
http://j.mp/17cUcLg


この「脳内字幕でブラック歌詞送信」が成功？していると…

この時点では、「向こうが気がついた」のかどうか…？

「送信実験？」内容が、最初は右手だけ？のピアノで

「君が壊れた」のメロディライン。

…鬱陶しい歌詞抜きの、主旋律だけだと、綺麗な曲だったんだな〜…と、

…聴き惚れていると、左手が即興で（たぶん）和音つけて弾き始めて…

で、「脳内ビジョンで、目が合い」ました…

（＾ｗ＾）ｇ

長髪美人さん。♪

もちろん、

あなたのことはずっと覚えていたし、

ずっと私のことを心配してくれている気配も、

ずっと感じていました。

いつもずっとありがとう。

しかしながら。

え〜と…（＾＾；）

泣かなくても…（＾＾；）…おろおろ。

そのあと、私の脳内には、

「どっかの室内？でグランドピアノを囲んでメインの４人？」

（ぷらす隣室とかに見覚えのある身内が数人）が、

「脳内双方向通信」が成立しているッ！と…



歓んで浮かれて…るのは、いいんだけど…（＾＾＃）…

ファルセット（男性裏声）で谷山浩子！とか、

グリークラブで鍛えたバスだかテノールだかで大江千里とか…☆

三半規管がクラインのツボ化するので、やめてください…（－－；）…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月16日16:20

くぉらッ！(-"-;)
ひとの（りすの？）アタマで

おかしな送信実験するなッ！

しかも人数増えてるし…
(-"-;)

わざわざ自分でピアノ弾いてる髪の長いのッ！

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

ょうがっ

(`ヘ´)

しかもグランドピアノか？

まったくもう…(-_-#)

続きの文句だか妄想だかは帰ってからパソコンで打ちますっ

(-"-;)

と、書いたのがその時点で…

送信されてくる選曲内容が鬱陶しい（－－＃）ので、

こちらからの逆送信（脳内「二人羽織」ピアノ演奏）を試みてみましたが…



いかせん、「曲調」と「逆送信」自体は検知してもらえたようですが、

私が、即興和音は送信できてる？としても、

「現代ピアノ」の運指がわかってないので…

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

スンダ時代での時は、別種の演奏機材だったので…）

ぽろぽろと弾いてみてくれたぐらいのところで、

「精確なデータ内容」の送受信については失敗？

（＾＾；）

ちなみに咄嗟に選んだのはこの曲でしたｗ

（＾＾；）

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

理由？（＾＾；）

「私好みの明るい曲で、きみらは知ってそうにない曲」。

でわ…。
現在１５：４１．

もいちど「幽体出迎え撃」してきます…（－－；）…。

返歌球！

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

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=I92skev6Acg
https://www.youtube.com/watch?v=yOpCj-mLcBk
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

と仕切られていて、周囲の部屋に数人いる…）

ので、「？」と思っていたんですが…

帰宅してから悠宙舞を観ていて気が憑きました。

それ、「録音スタジオ」だ…（＾ｗ＾）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日17:23
訂正。

メインルームにいたのは最初３人で、

隣室に２人？

後から首つっこんできた？

のが、何人かいたよね？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日0:56
チガウな…（＾＾；）

約一名、「実験が実証」された時点で、退出しちゃったんだね…

（＾＾；）逆に…★

　…（＾□＾；）ごめんね…
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（２月17日）　わたしを覚えてくれているたましい全員に、「脳内一斉送信」で贈る
。

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

「いきなさい。」

2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

聴いてるヒマはなかろう。

わたしを覚えてくれているたましい全員に、

「脳内一斉送信」で贈る。

https://www.youtube.com/watch?v=kD36x_dY-pw&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW
flumpool　「reboot〜あきらめない詩〜」

生きろ。

奔れ。

這いずってても。

望みのままに、

存在を、

続けなさい。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月17日16:07
そこダメ。

直進。

迷うな。

突っ走って、

突っ切れ！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日16:11
…それにしても、
１．１７と

３．１１の間をとって？

２．１７って（－－＃）

どうなの、この日程選択…★

とか思ってないで。

そこ右！崖、登れる！

がんばれドライバー！

しっかりナビゲーター！

視てるよ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日16:15
そこ左！

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日16:41
そこも崩れる。

もうちょっと奥地まで。

海が見えないところまで、

行かないとダメ。

　

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


（２月17日）　逃げなさい。西もダメだからね！太平洋岸全域と、「北陸原発団地」
以西は、ぜんぶダメ！

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

「死」（４）の並んでるところは、次に揺れる

。

2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

 
逃げなさい。

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

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

http://85358.diarynote.jp/201502171830312909/

「原発避難計画」検証〜北海道の泊原発の再稼

http://85358.diarynote.jp/201502171717555658/
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働はいつ頃？

2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=c7-4IZyNUtA
José González - Step Out 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2月16日 
2月16日 11時54分
震源地（青森県：陸奥湾：深さ100km　マグニチュード3.1）の地震　近くには（六ヶ
所村：核燃料の再処理工場）

その約5分後、青森の下北半島沖（12時00分07秒：青森県東方沖：マグニチュード3.5
）の地震

Kazumasa Kawaguchi @kazsoul · 4時間4時間前 
日本原電によると、六ヶ所村の使用済み核燃料の再処理工場は、この地震で異常が発

生したという情報は入っていない（NHKラジオ）

山形　治輝　yamagata naoki @gacchannaoki · 4時間4時間前 
六ヶ所村は大丈夫か？！
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http://ja.m.wikipedia.org/wiki/ 六ヶ所村
核燃料再処理工場の在る六ヶ所村は、青森県、下北半島の太平洋側です。

特任市長 @t_shicho · 4時間4時間前 
震度5強：階上町
震度4：八戸市 三戸町 南部町
震度3：十和田市 三沢市 七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 田子町
震度2：青森市 弘前市 むつ市 つがる市 平川市 平内町 蓬田村 外ヶ浜町 藤崎町 野辺地町
横浜町 六ヶ所村 東通村 新郷村

白石草 @hamemen · 4時間4時間前 
六ヶ所村に近いな。

しーずー @soundmanlive123 · 5時間5時間前 
なんか…わからんけど…いつも六ヶ所村だけは…震度がいつも他より…小さいのよね
？…特別な場所なんでしょうかねぇ〜▽¬o¬;▽…
必要以上に…何ともありません…と言うと…余計疑いたくなるのよね… 

mai @jrmmnisi · 9時間9時間前 
ＮＨＫで、「六ヶ所村の核燃料再処理施設でも今のところ問題なし」って伝えてた。

地震が起こるたびにどこかしらの原発について「問題なし」ってニュースで伝えなき

ゃいけない状態で、停止してる原発を「再稼働する」と言い張ってる日本政府って頭

おかしいとしか言いようがない。

ぺこらった（Gimme Shelter） @ruinekoto · 9時間9時間前 
「六ヶ所村も女川原発もこの地震による異常はみられません」とか言うけど異常があ

っても言わないでしょうに。。

小林 順一 @idonochawan · 20時間20時間前 
多くの政治家が六ヶ所村にある3,000トンの高放射性核廃棄物について、『決して触れ
てはならない問題』として扱ってきた【 日本の脱原発運動をつぶそうとする人間たち
】公正中立の社会正義 / 米国NBCニュース -
全文翻訳は → http://kobajun.chips.jp/?p=17229

西もダメだからね！太平洋岸全域と、

「北陸原発団地」以西は、ぜんぶダメ！

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/
http://kobajun.chips.jp/?p=17229
https://www.youtube.com/watch?v=KZnu7fVRPIc


https://www.youtube.com/watch?v=KZnu7fVRPIc
José González - Stay Alive

ひょうきち @Hyoukichi · 3時間3時間前 
"@nhk_news: 女川・東通原発 異常確認されず http://nhk.jp/N4Hr6Vlo #nhk_news"
良かった良かった、いつまたドカンとやらせて想定外と言われるかと。

nekocom @nekocom · 4時間4時間前 
“@tsghoh: 青森県下北半島には、六カ所村の再処理工場を筆頭に、大間原発予定地、東
通原発予定地など日本の核施設が集中。

⇒ http://mainichi.jp/select/news/20141007k0000m040048000c.html … ”
https://twitter.com/tsghoh/status/519265246653870080/photo/1

電気ミント (I am Not Abe) @denki_minto · 4時間4時間前 
2015-02-17 13:46:39頃 最大震度 5強 マグニチュード5.8(震源の深さ50km)の地震が大
間原発(建設強行中)、東通原発、六ケ所村核燃料サイクル関連施設、女川原発の目の前
の岩手県沖で発生しました。 
https://twitter.com/denki_minto/status/567555596392493057/photo/1

北海道反原発連合 @HCANjp · 1時間1時間前 
忘れない3.11「原発避難計画の検証」
3月9日(月) 18:00〜20:30
場所：かでる2・7 大ホール
料金：資料代 500円
主催：泊原発の廃炉をめざす会

詳細はこちら http://tomari816.com/blog/?p=1632

原発関連ニュース @htb_genpatsu · 3時間3時間前 
北海道の泊原発の再稼働はいつ頃なんでしょうか？

http://n2t.co/link/htb_genpatsu/?post_id=95291 …

さちお。 @s2k59 · 4時間4時間前 
これさ、震源少し離れてるからこっちそこまで揺れないけどさ、

やっぱり泊原発反対だわ。廃炉にしようよ。

http://nhk.jp/N4Hr6Vlo
http://mainichi.jp/select/news/20141007k0000m040048000c.html
https://twitter.com/tsghoh/status/519265246653870080/photo/1
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北海道とか万が一放射能汚染入ったら何にもウリ無くなるって。

cmk2wl @cmk2wl · 2月15日 
泊原発周辺、否、北海道民はこのサイトをブックマークしておいてください。

ウィークリー、マンスリー等々でグラフを表示させてみれば、数日前のスパイクの異常性がわか

ります。（通常は雪で線量が下がっている）

http://www.mdose.tb.iij-ii.co.jp/radiation/hokkaido.html …
異常を覚知したら是非連絡を。

忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 2月13日 
・・・

ええっ

そういえば

国民総被曝政策と辻褄があってしまう・・・・

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

もうこの国限界だな・・・ 

https://www.youtube.com/watch?v=mCHUw7ACS8o
Of Monsters and Men - Dirty Paws (Official Lyric Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=BqtpcH2pUXA
もののけ姫 アシタカせっ記

http://www.mdose.tb.iij-ii.co.jp/radiation/hokkaido.html
https://www.youtube.com/watch?v=mCHUw7ACS8o
https://www.youtube.com/watch?v=BqtpcH2pUXA


（２月17日）　タンポポで終始した「特異点」な一日でした…　明日も揺れるよ！　
寝ておけ、今のうち…！

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

奔れ。

2015年2月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

停まるな。

その道を、まっすぐ。

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

 

ご飯ある？

もうちょっと行くと、おにぎりが手に入る…たぶん。
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

－＋＊／＝きみは愛せるか。変わり果てたこの地球を…

2015年2月17日 恋愛 コメント (1)
　

　

ひと段落。

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

http://85358.diarynote.jp/201502171851567528/
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不安だろうけど、各自、安全確保して、ビバークしてね〜。

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

はた迷惑な妄想「暴走ノロケ選曲」に戻りま〜す…ｗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw
https://www.youtube.com/watch?v=Dn5_mWL4g0Q
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https://www.youtube.com/watch?v=8NGs5asLe2s&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-
a9JWW&index=5
flumpool 「大切なものは君以外に見当たらなくて」Music Video完全版

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

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

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月17日21:52
は〜い♪

砂を吐いて死んだふりをしている数名と、

悶死してる約一名が視えま〜す…

（ぐれてる人も約一名…？）（＾＾；）

タンポポで終始した「特異点」な一日でした…

明日も揺れるよ！

寝ておけ、今のうち…！

https://www.youtube.com/watch?v=8NGs5asLe2s&list=PLKuNuR48ilJWUXxzCCcE_U4LloR-a9JWW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sj5ZVhgtF3k&index=12&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=s-jpb_lgy0s
https://www.youtube.com/watch?v=5ypXhgC4NNk
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（２月17日）　私の脳内で「じゃすとわんびくとりぃとぅな〜いっ♪」のワンフレー
ズを一万回連呼している馬鹿者っ！(`ヘ´)

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

【答え合わせ】の残りッ！（ぷらすっ）

2015年2月17日 恋愛 コメント (2)
　

そうそう。なんか忘れてると思ってた…
（＾＾；）

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

一時期ラジオとか有線とかでがんがんかかってたから、

一応、「知ってる曲」ではあったけど、

男声四重？コーラスで、ピアノ伴奏？だったから、

アルフィーか何かかと思って、検索に苦労しちゃったよ…

ｗ（＾＾；）ｗ

ちなみにこの曲は、ワタシ的には、

「みみっちくて女々しいので嫌い」に分類の曲ですね…ｗ

＞ひとりでは生きていけなくて

って「ＮＧワード」が入ってる時点で、

ヘソを曲げるにきまってるっしょ…？
（＾＾＃）

（誰の選曲だったかは、聴くまでもない…（－－；）☆）

http://85358.diarynote.jp/201502172349314025/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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これも聴こえてはいたよ。一応。

バイトが忙しくて、書いてるだけの精神的余裕が無かったさ…☆

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

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

原曲より、こっちの編曲バージョンのほうが、

明るくて好きだな〜☆

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

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

２２：２８．

とんだ「３連休の初日」であった…

（掃除も洗濯もしなかった！）

漫画読んで寝ますぅ…☆

おまけ…。（の、ほうが長くなった…ｗ）

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

（ちなみに、この時期に、「今生の私」は、

　すでに「非戦の誓い」を立ててしまったので…

　このへんのコスプレから後は、聴かなくなりました…（＾＾；）…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=VwJruL9nBwQ
https://www.youtube.com/watch?v=FdCWgBpfePo
https://www.youtube.com/watch?v=c7cKoHvVaOg


https://www.youtube.com/watch?v=2uxNtQsDEfM
アルフィー　「シュプレヒコールに耳を塞いで」　1996年RED　BRICKS

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

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

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

…みごとに、「タンポポさらだ尽くし！」で、終始した…ｗｗｗ

　…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

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

観てない。（＾＾；）ｄ

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

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

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

２３：４９．おやすみ。

（＾＾；）
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日1:34
こらー！(-_-#)

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

鹿者っ！(`ヘ´)

もう寝るので安眠妨害は止めて下さ〜いっ！(-"-;)

テルーの歌とかトトロの土笛とか、ナウシカあたりにしといて〜(-"-;)…

（あ、カリシロでも許す。）

おやすみなさい。

明日も揺れるよ〜…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日7:24
おはよう。

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

フクイチはどちらにしても末期ですね。

…合い言葉は、【生存！】
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（２月18日）　「俺が目指すのは絶対的な個のチカラ」…＜（〜〜；）＞…

http://85358.diarynote.jp/201502181051136978/

（一曲増量ｗ）…ＮＧ…！＜（〜〜；）＞〜反省だけ？なら、り
すにも出来るッ…（たぶん…）。

2015年2月18日 恋愛 コメント (1)
　

おそようございます。

１０：１７です。

３連休の中日。

札幌はプラス２℃。

無風で曇天。平穏。

土鍋でご飯を炊いてます。

おなかがぺこぺこです。

昨日は結局、幽体離脱系を３回くらいやって、

ろくに食べてなかった（＾＾；）ので、

ちょっとカラダに負担がかかってます。

今日の予定は、地震があろうとなかろうと…お風呂ッ！

　o（＾ｗ＾；）o…

「大きな揺れ」が来るのは、たぶん遅めの時間帯じゃないかな〜…
とか思ってますが、

ワタクシ、３．１１の時も、

「今日一日は揺れないだろう…」と、

「極楽湯」の湯船で寝くたれてるときに、

「浴槽津波」で腰抜かしてたやつですから…

　ｗ（－－；）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201502181051136978/
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「私が油断しているときは、要注意」です、皆さん…☆

　ｗ（－－；）Ｗ

さて。ごはんは炊けたので、蒸らしてます。

情報チェックの前に、昨日の妄想系の続きにいきます…

「反省会」です。（－－；）

まず音楽。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
LOOKING AT YOU

昨日、（前項）、

＞一人では生きていけない

は、「私に聞かせたらヘソを曲げるＮＧワード」だ…と、書きましたが。

　（＾＾；）

そのあと脳内で（１ワード１万回リフレインが鬱陶しくなって）

お定まり？の文句を（脳内で）連続して叫ぼうとして、ふと、

（ガクゼンと）ようやく、気が憑き…もとい、気が付きました…

　（ーー；）

え〜と…　反省します…

「たかだか恋愛！人生賭けるようなもんじゃないだろうッ！」は…

えぇ〜＜（－－；）＞…

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE


非常に失礼。かつ無配慮、かつ、無神経…
な、

セリフでございました…_（ーー；）＿

反省します。

だって、「たかだか恋愛」に…命、？とか全人生…

とか、きみに、捨てさせたり、賭けさせたり…

したことが、いったい、過去生で何回、あったんでしょうか、ワタクシ…

　||||（－－；）|||||

ごめんなさーい…考えがまったく至りませんでした…

反省します…とにかく、（なかば口癖と化していたけど）

少なくとも、「口に出してきみにそれを言う」のは、今後、厳重に控えます…
＜（－－；）＞

貼ってある漫画は、ちょうど（「偶然」！）一昨日、読んだんですが…。

「俺が目指すのは絶対的な個のチカラ」…
　…＜（〜〜；）＞…

それだそれだ…（－－；）

「わたし一人がガンバッテ！全ての人を救いたい」とか…

https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0
Self Control(方舟に曳かれて)Live -TM NETWORK 

…うわ〜恥ずかしい〜＜（００；）＞…

https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0


〜現世で最近言う、「中２病」ってやつですね〜…

　||||（－－；）||||

じっさい、こうして「単独行動」してみると…

肩書きも才能も血筋や身分も、ＰＫも記憶力も演算能力も…

アプリもメモリも、ほとんど何も、持たずに生まれてきた今生の私は、

「独断専行」「まわりを見てない」「勝手なことばかりする」と…

（－－；）

言われ続けてきた、その通り…

無力で無防備で無神経で、そのうえ傍若無人。の、

ただの…、嫌なやつ…（－－；）…。

（そしてまったくの役立たず…！）

なんでこんな私を、きみらみたいにバランス良くなんでも出来てる人たちが、

そんなに気に入ってくれてるのか、それは本当にイマイチよく解りませんが…（－－；）

（すいませんね。）

まぁとにかく。（＾＾；）

反省しました。（＾＾；）

一曲貼って逃げますッ

https://www.youtube.com/watch?v=R-BP0U-LY1k
一途な恋fakePV 

https://www.youtube.com/watch?v=R-BP0U-LY1k


 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日11:12
…「自己弁護」（言い訳！）のため一曲増量しましたがｗ
（＾＾；）

価値観はひとそれぞれだし、私はワタシで、何千回？生まれ変わろうとも、

「じぶんが幸せになるより先に、ほかの人を幸せにしてあげたい」で…

タマシイに染みついちゃったクセは、抜けないんじゃないかと思うんですが…

（－－；）

「わたしを幸せにしないと、

　自分が幸せになれない」という「価値観」のひとが、

「一緒に転生している」わけで…
（＾＾；）

これは…え〜と…

「他の人にしておけ！」て言ったら、またもっとぐれるだろうから…

（＾＾；）（私だって嫌だし！）

すいません。「異なる価値観の相互平和共存（両立）」に関しては、

…今後の努力検討課題。ということで…
（＾＾；）
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（２月18日）　どうせぜんぶ夢とマボロシ。ご飯たべてお風呂に入って、いつ死んで
も生きても、全力で！後悔のないよう、最大限、自分らしく、行動したいと思います…
。

http://85358.diarynote.jp/201502181119512857/

「生きろ！」（-１+３）。
2015年2月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
あらやだ、震源、北上してますね…？
（００；）

https://www.youtube.com/watch?v=kNQR4JSZSaU
TMN THRILL MAD NATURAL 

じゃなくて、やっぱり一昨日の予感通り、「次の津波は対岸から来る」のか…。

地震マップ @eq_map 
· 1 分 1 分前 
【M5.0】NORTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km 2015/02/18 10:41:12 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1vUpMZS (USGS)http://j.mp/1LaolK2

地震マップ @eq_map 
· 39 分 39 分前 
【M5.0】NORTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km 2015/02/18 10:16:17 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Fq0LZB (USGS)http://j.mp/1DCn5wI

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M5.0】MAULE, CHILE 99.2km 2015/02/18 09:47:24JST, 2015/02/18 00:47:24UTC
(G)http://j.mp/1JotxN0 (USGS)http://j.mp/1ACqFrP

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M5.2】NORTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km 2015/02/18 09:48:30 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MvBQWr (USGS)http://j.mp/1DCmpHV
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https://www.youtube.com/watch?v=lhFFF8GIN6I
TM NETWORK - LET’S GET AWAY

ご飯たべてお風呂に入って、いつ死んでも生きても、全力で！

後悔のないよう、最大限、自分らしく、行動したいと思います…。

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=fdkRbrYyHz0
TM NETWORK〜FANTASTIC VISION
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日11:55
…あ、「言葉にできない」返し。だった…ｗ

（この曲、今日初めて発見♪）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日12:42
めも１、

「目の前で飛び降り自殺」の

反省文。

めも２、

ものすごい全身全霊で、津波を食い止めようとしている魂たちがいます。

「それは執着と言いますが…」と、苦笑いして溜め息ついてる上級神がいます。

https://www.youtube.com/watch?v=lhFFF8GIN6I
https://www.youtube.com/watch?v=fdkRbrYyHz0
http://85358.diarynote.jp/
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いのちすべては

ほんとうに愛されている。

それが、魂のシステム。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日18:08
ボリビアまで揺れてる…
(・ω・;)(;・ω・)

日本は小康状態ですね。

食糧買い込んで帰ります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日19:38
無事帰投。

報告以上。

今日はもう寝ます。(^_^;)

北関東大震災が近づいてるよ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月18日20:20
太陽電磁波乱れ。

オーロラ発生。

地磁気乱れ。

浜岡原発、スパイク乱発中。

四国沖と紀伊沖で地震。

フクイチ無理やり

煙トレイル直撃中。
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アメリカのワシントン地下７km？でＭ４地震。核攻撃説あり。

睡魔来襲中。

今回の出撃は長くなりそうです…

おやすみ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日1:52
浜岡原発の事故は間違いないですね。

数日前から書いてますが、

静岡山梨と愛知からはソッコー退避。

ただし関西は全域ダメです。

しいて言うなら長野を抜けて新潟から海路で札幌ルートはまだしばらく使える。

たぶん。

岐阜はあまり勧めない。

抜けるなら急いで。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日1:55
どうせぜんぶ夢とマボロシ。

http://85358.diarynote.jp/
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（２月19日）　「内閣府の検討会は17日、房総半島沖から三陸沖の日本海溝、北海道
沖の千島海溝で発生する地震に関する初会合を開き、最大級の地震の規模や津波などの
想定見直しに向けた議論を始めた」。

http://85358.diarynote.jp/201502190754508018/

【避難警告／拡散希望】（2月19日の朝記）。
2015年2月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

【再掲＝拡散希望】

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日1:52

浜岡原発の事故は間違いないですね。

数日前から書いてますが、

静岡山梨と愛知からはソッコー退避。

ただし関西は全域ダメです。

しいて言うなら長野を抜けて新潟から海路で札幌ルートはまだしばらく使える。

たぶん。

http://85358.diarynote.jp/201502190754508018/
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岐阜はあまり勧めない。

抜けるなら急いで。

おはようございます。

起きてます。

体調良好。

和７縄、と変換されましたｗ

07時50分。
札幌はマイナス１℃。

晴天無風。

今日は日本周辺では大きい地震は無いもよう…（だといいなぁ）
(^_^;)

先にゴミ出しとか片してきます。

ではまた。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2月17日 
気をつけた方がいいです

ヤバイと思ってんだろうね、政府も。

「内閣府の検討会は17日、房総半島沖から三陸沖の日本海溝、北海道沖の千島海溝で
発生する地震に関する初会合を開き、最大級の地震の規模や津波などの想定見直しに

向けた議論を始めた 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 14時間 14時間前 
静岡県 御前崎市のモニタリングポスト
今日の昼前から線量の異常値が断続的に出ていたけど、17時ごろから、また線量が上
昇してますね。（機器確認中）になってないから故障ではないかな。原因はなんだ

ろう？ 



https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/567986368577552384/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13時間 13時間前 
「17日：M6.9 三陸沖地震の震源位置を修正」
実際の震源で計算すると、予想される津波の到達時刻は１０分ほど早まっていた。

詳細（http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015562981000.html …） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568005260578398208/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
昨日のような（3.11震源域の三陸沖）で大地震があると
今度は「地震が少なかった場所で地震が起こる」この傾向は3.11後、度々ある。今日
は「大阪、四国沖、和歌山沖」特に四国沖は、この８年間に、僅か14回しか有感地震
がなかった震源。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
マグニチュード6.9 三陸沖の余震。

今日は、21時現在で（マグニチュード2.5以上）の余震が、19回発生してる。1時33分
に（マグニチュード5.7）の最大余震が起こってますので、まだ油断はできませんね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
19時20分：和歌山南方沖の地震

震度は小さいけど、結構な規模の地震。　震度が小さいと「な〜んだ。震度1じゃん。
しょぼいねえ。平気だよ」なんて言う人もいるけど「マグニチュード」で判断すべき

だよね。日本はどうしても「震度」で判断する。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/567986368577552384/photo/1
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015562981000.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568005260578398208/photo/1


· 8時間 8時間前 

18日 23時59分
富山・岐阜県境：マグニチュード3.8：深さ311.5km

19日 00時05分
本州北部東方沖（宮城沖 海溝の外側）マグニチュード3.8：深さ43.0km



（２月19日）　「夢なら、醒まさないで下さい。」　信じたままで、幸せに、死んで
いきたいです…。

http://85358.diarynote.jp/201502190938017077/

０．（妄想恋愛系「論点整理」の前フリ）。

2015年2月19日 恋愛 コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
TM NETWORK / JUST ONE VICTORY 

（「１」を先に書き始めていたのですが、

ハナシがばらけてしまったのでこっちを先に増殖。）（＾＾；）

んで。

昨夜は早々から【幽体離脱系ボランティア】に駆り出されまして…

海の中で、何万体いるのかわからない巨大な魚群がまるごと、

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

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

の惑星に、例外的超長距離送迎です…）…。

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

。さらに昨日、源泉かけ流しで「出トックス」もし過ぎたようで…

（＾＾；）

午前１時過ぎ、ふと目を覚ましたら、うっかり、

「脳内麻薬様物質」まで、全廃棄してしまっていたらしく…

「妄想系」の「気配」がすべて「感じとれなく」なっていたので…、
（００；）

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

と、全世界を否定したくなりましたが…

（＾＾；）

（「ストレス」が「妄想エネルギー減」なのは間違いないので、

「手におえない問題」ストレスが足りなく（＾＾；）なって

「頭が醒める」と、…

「理性」は当然、幻覚だの妄想だのの実存を全力で否定にかかって、

「現実的」かつ「冷静」に、

「リアルな社会生活上の問題に対処せよ」…と、指令を発してくるわけですが…）

しかしだね。（＾＾；）

ただの妄想なら、私の「生存」を、

少なくともモノゴコロついて「ここは地獄だ！」と気が付いた

御年わずか５歳のミギリ（－－；）からだね…

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

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

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

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

だが…。

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

どうかお願いです。神でも紙でも悪魔でも。

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

こんなに美しく切なく、幸福な「夢」を…

ただひたすら「信じていられる私」ほど、幸福な存在仕様はありません…。

お願いです。

「夢なら、醒まさないで下さい。」

（＾＾；）

一生…

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


一生…

このまま。

信じたままで、生きて、

信じたままで、幸せに、死んでいきたいです…。

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日9:57
ちなみに青木より、

「岡部のおっさん」のほーが「私の好み」だ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日9:59
貼ってある曲の前後は入れ替えました☆

https://www.youtube.com/watch?v=bUB_duuQY5c
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月19日）　ソウゼツなる規模の？　痴話喧嘩に巻き添え喰らってる「関係者一同
」の皆さま…

http://85358.diarynote.jp/201502191012466921/

１．「妄想恋愛系」の論点？整理…。（＾＾；
）

2015年2月19日 恋愛 コメント (3)
　

（承前）さて。前にも貼りましたが、この２曲。

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

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

…どっちの気持ちも、ものすごくよく判る…（＾＾；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=y2W0jBNyDRo
TM NETWORK - SAD EMOTION 

１．私がガンバッテルと、きみがもっと無理をする。

２．きみが無理し過ぎてて、怪我をしたりする。あるいは、私のために、という「たかだか恋愛

」ごときの「私情に流されて」（みっともなくも！）、

いつもとても高いはずの「社会的立場」とか周囲の評価を、

あっさり全放棄しちゃうところを、

…見るのが嫌なので、きみを遠ざける…。

３．きみが悲嘆してぐれちゃうので、私はもっと困る。（悲しい）。

４．哀しいので、きみをもっと遠ざける。

http://85358.diarynote.jp/201502191012466921/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502191012466921/
https://www.youtube.com/watch?v=hy8DwVEpyz8&list=RDYxxNafzT5No&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
https://www.youtube.com/watch?v=y2W0jBNyDRo


５．きみがさらにぐれる。

（１〜５、永遠リフレイン。）

　…＜（－－；）＞…

過去生で何度も「合流できてる」のに、

ちゃんと幸せに「一生一緒に」いられた記憶が（たぶんほとんど）無いのは…

…（－－；）…

さて。改善すべき問題ポイントは、どこなんだ…。

https://www.youtube.com/watch?v=vajUsmisNFQ
藤田麻衣子-運命の人 

（やっぱり私…？（－－；）…★）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日10:35
そこだ。（＾＾；）

価値観というか、「優先すべき順位」が真逆なんだ。

＞「たかだか恋愛」ごときの「私情

＞いつもとても高いはずの「社会的立場」とか周囲の評価

きみはいわゆる「恋愛至上主義者」（？ちょっと違う？）らしいけど、

そのためにきみがあっさり（でもないのだろうとは思うけど）

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


「捨ててしまえる」ものが…

私が欲しくて、すごく努力している（つもり）なのに、

けっして、かつて一度も、手に入れられたためしがないもので…

（－－＃）

「それ」を「たかが私のため」に、捨ててしまう…

というきみが、なんというか…

「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」！（＞＜ｐ）！

という意味で…

腹が立って、平手打ち。とか、そういう…（＾＾；）…☆

（ごめん。ってばっ！）

とりあえずこれだけは弁解したい。

私は「対人関係処理能力」が（極端に）低い！

きみみたいに普通に自然に沢山の仲間とわいわいやっていける性格の人が、

羨ましくてしかたがないッ！

　o（＞＜ｐ）o

…なのに、なんで、そんな大事な仲間とか職責とかを、

あっさり捨てちゃえるんだ〜っっっっっ！

…って、ところで、「私が怒ってた」んだっていう部分は…

きみだって、全然、「理解していなかった」！と、思う…。



（続く！）

（本日は「リアルライフ優先」で、

掃除と料理して、区役所と本屋いって、

帰ってきたら洗濯して、

明日からバイトは３連勤だよ〜ん…★）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日10:54
つまりあれだね。

お互い、怒ってるポイントが、

「自分がこんなに大事にしているものを、あなたは何故そんなに粗末に扱うのか！」って…

完全に、「似た者同士」の、

「喧嘩両成敗」。…

…(・_・;)…
 

ソウゼツなる規模の？

痴話喧嘩に巻き添え喰らってる「関係者一同」の皆さま…

たいへん、ご迷惑おかけしてまして、(・_・;)

申し訳ございません…
m(_ _)m
　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日11:07
だってお互い社会的進退を懸ける勢いで、部下の迷惑すら省みずに大口論やらかしてるのに…

(・_・;)

あれ、お互い主張してたのは、

「なんでもっと自分自身を大事にしないんだッ！」

って…(・_・;)…

同じ、本音…？

（…「関係者」一同、砂吐いて石化して、砂漠化しているのが視えてます…
約一名が笑い死んでて、

約一名が涙目ですね…

(^人^;)
 

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


（２月19日）　過去数万年？分の自分自身の前世記憶という妄想だか幻想だかのあい
だを逝ったり生来たりしていて…今のこの地球環境より辛い前世記憶なんて、何のため
に在るのッ？（＞＜。）。。

http://85358.diarynote.jp/201502191118532553/

１.５。
2015年2月19日 恋愛 コメント (11)
　

（承前）

ひとつ断言できる。(`ヘ´)

きみは、

かつて一度たりとも、

「私がきみを嫌って遠ざけた」ことなど無い！

…ってことが、

まったく解っていないッ！

(-_-#)

（…いや、私の意思表示が、非常に判りにくかったかもしれない点については、謝る…ごにょ
ごにょ…）       
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201502191118532553/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502191118532553/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日13:11

また再会して、

またきみを

（わざとじゃないが）苛めて、

またきみを

哭かせてしまうくらいなら、

もう二度と遇う機会がなくても

我慢する。

きみは、笑っていて、下さい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日13:57

…イヤなことまでたくさんまとめて思い出してしまったので、
(∋_∈)
道を歩きながら本気で思い出し泣きして、涙が出て来てしまいましたよ…
(∋_∈)

これが全部ただの妄想だというなら、楽しいエピソードだけにしておいてくれたらいいのに！

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:01
一番大切なきみのために、

一番大切なきみ自身を

手放して耐えたのに、

きみはそれでは嫌だと

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


さらに哭く。

…

天知る、

地知る、

我知る。

…恥じるべきことなど
何も無いが…

どこかで選択肢を

間違えたのだとしたら。

やり直すべき箇所は、

どこだ？ (-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:34
区役所終了。

浜岡原発「冷却不能」サイン。

鼻先３ｍの札幌な日常生活と、

現存地球生態系の全崩壊と、

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


過去数万年？分の自分自身の前世記憶という妄想だか幻想だかのあいだを逝ったり生来たりして

いて…

…(-"-;)…

お腹がすきました…

(-_-#)

なんか喰って帰ろっと！

(`ヘ´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日14:59

あんなに悲しくて悔しくて、

あんなに沢山、何度も哭いたのにッ（＞＜。）。。

…客観的には、どう見ても、

「我がきみをコッピドクふった！」

という形になっていて…(-"-;)

誰も私に同情してくれない。

(-_-#)

ってあたりが、

一番業腹だなぁ…(-"-;)

…っていうか…
(・_・;)

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


どんだけ「恋愛音痴」だったんだ、私…。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日15:06
（しかしながら）

私に言わせれば、

あの場合、

きみのほうが悪いッ！(`ヘ´)！

（断言）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日16:29
…なんかむちゃくちゃ落ち込んで来たんですけど。(-_-#)

あんなに頑張って、我慢して、決断して、慣れない根回しなんかもして…

我慢して、

いっぱい哭いたのにッ

…あたしが悪者か〜っっ！
（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日17:03
それとは別に、

なんか体調がおかしい。

自律神経(∋_∈)失調症再発？

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

2015年2月19日17:30
無事帰投。

…公道を歩きながらのオバサンの「思い出し泣き」のみっともなさぐらいならまだしも、本人だ
けが現実だったと思い込んでいる「前世記憶」で…

「思い出し胃潰瘍再発」って…

ばかすぎるっ！(`ヘ´)

とりあえず寝ますっ！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日18:09
今のこの地球環境より辛い前世記憶なんて、何のために在るのッ？（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月19日18:10
胃〜た〜い〜…っ！（＞＜。）
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（２月19日）　とても寝覚めの悪い記憶再現の夢（－－；）を、体感付きで再体験し
て（視て）生き還ってきてしまったので、おすそ分けしてあげましょう…★

http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/

+1（＋２）　だいじょうぶ。復活した。
2015年2月19日 恋愛
　

あっためてくれてありがとう。＞約１名。

心配かけてすいません。＞その他の皆様。

しかしながら、「前世の自分が死ぬ瞬間の薄ら笑い」とかいう、

とても寝覚めの悪い記憶再現の夢（－－；）を、体感付きで再体験して（視て）生き還ってきて

しまったので、おすそ分けしてあげましょう…★

（もうこのくらい胃が痛くて恨めしい痛い験のあとで魂の受けた傷に釣り合う曲といったら、こ

れくらい最強のやつしかないわ…★）

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

そこは地球ではない、懐かしい、いつものあの星。

地球でいえばドイツかベネルクス三国のような気候風土と文化の土地柄。

（地球でないと推測する理由は緑や山岳地が少なくほとんど平坦な土地だから。そしてキリスト

教とか絶対善とか、自殺は悪、といった概念がないから。しかしながら同性間恋愛は、厳禁では

ないまでも、あまり歓迎もされていない。）

そんな土地の、たまに密入国者や越境隣国軍との小競り合い（実弾飛び交う小戦闘）がある地

域の、海沿いの辺境警備隊の基地長を務めている私。

配属されて間もない新卒副官の君が、留守を預けたにも関わらず放り出して、

偵察部隊のほうで突発的交戦に入った私の安否を案じて、あとを追いかけて来てしまって、

結果、留守部隊を危険にさらした。

http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k


命令きかない部下は前線に置いておけないと、平手打ちで叱責のあげく後方教育部隊に突っ返し

た私。

せめて声をふりしぼって最後に「元気で」と、

言ったのに、君は、思いっきり恨めしそうな顔して、

「無理です！」と…

バタンとドアを叩き閉めて、出て行った。

その後、あいたくてあいたくて、何度も哭いてた私のことなんか、もちろん君は知りやしない。

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス

その後まもなく、ささいな理由で除隊して、行く先知れずになったと聞いた。

二度と遭えない。恨まれてるし、合わせる顔もない…と、黙って煩悶の挙句。

胃に穴あけて、吐血して、しかし

（こんなみっともない理由で、部下の前で、執務室の床に血を吐いたり出来ない…！）

と、我慢して飲み込んで、肺に逆流して、窒息死…

（…まぬけすぎる…！）

苦しんだのはほんの数分。

ふっと「魂が抜けだして」…ふりむいた自分の顔が…

「やっと！　これで逢いに行ける…！」と…

にんまり薄ら笑っていたのが、いっそのことナサケナイ…

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A


…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&index=7&list=RDzpBOJMGHr6A
Ryuichi Sakamoto- ’Merry Christmas Mr Lawrence’ 

もちろんすっ飛んで、まっしぐらに逢いに行ったよ。

霊感の無いきみだけど、まるで超新星のように光り輝いてすっ飛んで行って胸に激突した私だっ

たから、その一瞬だけは何かに気がついたようだった。

（いや！もう二度と離れたくない！）と…

私（死霊）が、あんまりごねるので…

お迎えの天使さんたちが、ずいぶん手を焼いたみたいさ…。

（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=pXfVkQtXc9g&list=RDzpBOJMGHr6A&index=46
戦場のメリークリスマス 

…きみは、そんな私のことなどちっとも知ろうともしないで、

私のことばっかり、恨んで、責めるんだ…（－－；）…

いつだって、私のことを哭かせているのは、他でもない、きみが一番悪い…！

https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&index=7&list=RDzpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=pXfVkQtXc9g&list=RDzpBOJMGHr6A&index=46


きみにきちんと伝えられない、感情表現力がすっぽり欠落していた私がいちばん悪いんだけど。

私だってきみのことをたっぷり逆恨みしていることくらいは…

知っておいて、くれるとたすかる…

　（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=1jccLuSZBOM&index=34&list=RDzpBOJMGHr6A
箏独奏による戦場のメリークリスマス 

おかげさまで、あれからずいぶん時間がたって、私もすこしは学習しました。

（－－；）

きみには言葉できちんと伝えておかないと伝わらないんだ。

不便…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=9Aw_Oqq-rw8&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32
Rin’ - Merry Christmas Mr. Lawrence 

https://www.youtube.com/watch?v=1jccLuSZBOM&index=34&list=RDzpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=9Aw_Oqq-rw8&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32


https://www.youtube.com/watch?v=2-9CnV_cLsE&list=RDzpBOJMGHr6A&index=21
Rin’ - Innocence

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2-9CnV_cLsE&list=RDzpBOJMGHr6A&index=21


（２月19日）　ちなみに書き忘れてたけど、昨夜の【幽体離脱系ボランティア】後
半戦。

http://85358.diarynote.jp/201502192119471014/

静や静、静のオダマキ、繰り返し…
2015年2月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OsrlVxdpWpA&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32
Rain - Ryuichi Sakamoto 

あの頃あの星で、お互い何回、生まれ変わってはマヌケなすれ違いを繰り返していたのか、精確

なところは思い出せやしないけど。

最後のとき、敵味方に分かれて、それでも…

「この星を、人類を、こんなバカな戦争で、終わりにしてはいけない！」って…

気持ちは、通じていたよね？

…今回は、どうなるんだろうね、この星…。

　（＾＾；）

もう笑っちゃうしか、ないよねぇ…

https://www.youtube.com/watch?v=DOHl2M4tvL0&index=31&list=RDzpBOJMGHr6A
筝・十七弦・尺八による「戦場のメリークリスマス」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 
こんな事は言いたくないけど言う

3.11の時は、3月9日に大きな地震で「気象庁会見：今後、震度5程度の余震」とか言っ

http://85358.diarynote.jp/201502192119471014/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=OsrlVxdpWpA&list=RDzpBOJMGHr6A&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=DOHl2M4tvL0&index=31&list=RDzpBOJMGHr6A


てて、2日後の3.11にマグニチュード９の巨大地震ですからね。異常な地震が続いてい
ても「震度」が出てないと公表しないからね。「異常なデータ」なら広く公表すべき

だよね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
三陸沖の地震が止まりませんね

今日だけで、宮城沖で（M2.5以上）の地震が、18時現在で20回も起こってるけど、震
度が出てないので無警戒。でも回数的には異常です。何もなければ、なかったで良し

として、念のため東北は注意した方が良いですね

私の「ただの勘」だと、「今度は南」なんだよね…
（－－；）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
静岡県 御前崎市のモニタリングポスト

昨日と同じように、今日19日も異常値が出ていますね。別のモニタリングポスト（静
岡県 島田市：中央公園）でも、若干、上昇中です。近くのかたは問い合せた方が良い
ですね。２日連続は変です

ちなみに書き忘れてたけど、昨夜の【幽体離脱系ボランティア】後半戦。

（－－；）

日本海溝の…崖ッ淵に無数の亀裂が入ってまして…
（－－；）

岩盤ごと崩れ落ちて行くので、泳ぐ力の弱い底生生物は哀れ奈落の底へ落ち込みつつ、水圧で

ぺしゃんこになって死んでしまうんです…

「とても苦しかったよ！」と涙声の魂たちの「お迎え」と、運よく助かりそうなコたちは崖っぷ

ちからほいッと放り上げて延命してあげました…。



崖、崩れてますよ。

日本海溝の…。（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=LRZA2zY1xaY&list=RDzpBOJMGHr6A&index=27
【箏】千本桜弾いてみた【Manon】.avi 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 40分 40分前 
これ、たまたまラジオを聞いてたけど

かなりズバズバと、監督が言ってましたよね。

「宮崎駿 監督がTBSラジオで、安倍総理を批判」
http://lite-ra.com/2015/02/post-872.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568371241825878016/photo/1

エカシ、良いお顔になられました…
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LRZA2zY1xaY&list=RDzpBOJMGHr6A&index=27
http://lite-ra.com/2015/02/post-872.html
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（２月19日）　脳内一斉通報で「はぁにゅ〜の〜やど〜は…」と、流れ始めました…

http://85358.diarynote.jp/201502192326156770/

著作権無視。(^人^;)
2015年2月19日 恋愛 コメント (2)
この１頁を貼りたいがためだけに、

一度手放した本を１０８円で買ってきた。

(^_^;)

『ぼくを包む月の光』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%82%92%E5%8C%85%E3%82%80%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%85%89

参照『ぼくの地球を守って』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%82%92%E5%AE%88%E3%81%A3%E3%81%A6
 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日0:47
次は南が揺れるよと書いたら、

バヌアツが凄い事態に…
(・_・;)

脳内一斉通報で

「はぁにゅ〜の〜やど〜は…」と、流れ始めました…

大事な人と分かれている人は、大至急合流して！

いよいよ始まりますよ〜っ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日5:53
おはよう。

揺れまくりだね。

(・_・;)

次は何処かなんて、

予測するだけムダな作業だな…
(-"-;)

全地球ロシアンルーレット。

(・ω・;)(;・ω・)

しかもマシンガンでだ…

http://85358.diarynote.jp/201502192326156770/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502192326156770/
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%82%92%E5%AE%88%E3%81%A3%E3%81%A6
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(-"-;)
 



（２月20日）どっかのバカのせいで涙腺壊れて涙と鼻水が止まらないッ　

http://85358.diarynote.jp/201502200602219919/

「毎日１６時間勤務 ３６０日連続勤務も可能 厚
労省 残業代ゼロ」
2015年2月20日 労働／対価　 コメント (3)
　

だってさ。┐(’〜`；)┌

まぁ働く以前に、

住んでられない、

フクイチ遇う主ビッツ。

なんだけどね…

(ノ-o-)ノ　┫
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日6:40
「バヌアツ揺れると日本も揺れる」

「２月２２日がこわい」

さっきは霊界一斉通信で「新世界より」が鳴ったんだよね…
(-"-;)

後で貼ります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201502200602219919/
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http://85358.diarynote.jp/201502200602219919/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2015年2月20日6:41
どっかのバカのせいで涙腺壊れて涙と鼻水が止まらないッ

(ToT)

今日はバイトなのに〜ッ(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:00
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 18時間 18時間前 
タカタの倒産は時間の問題

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150514/k10010079591000.html …
なぜこうなった？

国内の熟練工員を「労賃が高く儲からない」という理由でリストラしメキシコなど労賃の安い海

外に工場移転

ひたすら金儲けの論理で慣れない工員に過重労働をさせ追い詰め、

怒った工員が仕事を手抜き

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


（２月20日）　「戦争なんてやってる場合じゃない」。

http://85358.diarynote.jp/201502200837422909/

…新世界より…？（－－；）？…★
2015年2月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

あらためまして、みなさんおはようございます。

０８：０９です。

札幌はプラス１℃。晴天無風。

バイトは中番。

さて。何故このタイトルでこの漫画が貼ってあるのか、

解らない人は大至急読みましょう…（＾＾；）…
生きてるうちに…！

さて。前項コメント欄にも書きましたが。

昨夜は「霊界関係者一斉送信」で？

「埴生の宿」が、鳴りました…
https://www.youtube.com/watch?v=cKISXaXnYoc
高畑勲★名作【火垂るの墓】「 埴生の宿 Home, Sweet Home 」

これ、「戦争なんてやってる場合じゃない」

（一斉強制停戦）の、合図。ですね…

そして次には、「新世界より」のワンフレーズが一斉送信されました…

（どうせならやはり、モノラル録音でもカラヤンでしょうと探して貼る…。）
（注：演奏時間４１分４７秒！）

https://www.youtube.com/watch?v=kc1Vsyqky1Q
ドヴォルザーク： 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 《新世界より》　
カラヤン 1964 

（…あ、「私が生まれた年」の録音なんですね、これ…☆）
　ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

これはつまり…「世界一新」の、始まりの合図の曲なわけで…

てことはつまり…

次に、鳴り響くのは…？？？

第一のラッパ吹き

『ヨハネの黙示録』第8章7節にてラッパを鳴らす。 それにより雹や火を地上に降らし
、地上の三分の一を焼き払う。

第二のラッパ吹き

『ヨハネの黙示録』第8章8節にてラッパを鳴らす。 それにより海の三分の一を減らす
。

第三のラッパ吹き

『ヨハネの黙示録』第8章10節にてラッパを鳴らす。 それによりニガヨモギの星を川
に落とし、地上の川の三分の一を毒にする。

http://85358.diarynote.jp/201502200837422909/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091304257/
https://www.youtube.com/watch?v=cKISXaXnYoc
https://www.youtube.com/watch?v=kc1Vsyqky1Q


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%99%E7%A4%BA%E9%8C%B2%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%91%E5%90%B9%E3%81%8D

ちなみに「ニガヨモギ」＝「チェルノブイリ」…放射性物質の、ことです…。
（－－；）

まぁ、続きはご自分で検索してくださいな…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 15分 15分前 
VANUATU：バヌアツ
日本時間の昨夜（19日22時ごろから）大きな地震が４回おこってますね。いずれも（
震源の深さ10km）　ここは「バヌアツの法則」という噂が昔からある震源域なので嫌
な感じですね。

シナトラ・ベイシー @SINATRA_BASIE · 27分27分前 
505：M7.74(東京都)：2015/02/19(木) 22:59:16.14 ID:http://i99MULEr0.net 
あかんきてもうた

http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6593.html …
バヌアツでM6.4の地震発生、その後もM5.4、M5.1と続く

たなち @nata_nati99 · 2時間2時間前 
バヌアツ揺れると日本も揺れる(・ω・)

赤い魔女・中村なな @Nana809 · 9時間9時間前 
ここが揺れると国内で揺れるジンクスがありますよね RT @Boppo2011: ◆バヌア
ツM6.5
2/19 22:18JSTに発生しました
国内対応 M6.5± 2/21〜28 確率85%
危険度レベル４+(要注意) 2/20〜21 

Ayaya @cole0000 · 9時間9時間前 
ﾊﾞﾇｱﾂM5.4発生。これで3連発。
先日の三陸沖M6.9、M5.7が発生する前にもﾊﾞﾇｱﾂ3連発後でした。偶然かもしれませ
んが。

国内、揺れに警戒してください。#地震 
https://twitter.com/cole0000/status/568424209476485122/photo/1

BOPPO @Boppo2011 · 9時間9時間前 
◆バヌアツM6.5
2/19 22:18JSTに発生しました
国内対応 M6.5± 2/21〜28 確率85%
危険度レベル４+(要注意) 2/20〜21 
https://twitter.com/Boppo2011/status/568413315166109696/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1月26日 
またバヌアツか。最近、多い

【magnitude 5.2】VANUATU 143.8km 　日本時間2015年1月26日 8時55分　
（http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000tj11#general_summary …
）

ここで揺れると日本の２つプレートが刺激を受けやすい 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/559517598723739649/photo/1

みえないばくだん @hopi_domingo · 1月23日 
バヌアツが揺れると日本にも影響が…
近くのトンガ、火山噴火で島が出現してるし〜

"@fuhgetsu
2015年1月23日12時46分 南太平洋・バヌアツ諸島 【M7.0】D33.0km

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%99%E7%A4%BA%E9%8C%B2%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%91%E5%90%B9%E3%81%8D
http://i99muler0.net/
http://okarutojishinyogen.blog.fc2.com/blog-entry-6593.html
https://twitter.com/cole0000/status/568424209476485122/photo/1
https://twitter.com/Boppo2011/status/568413315166109696/photo/1
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000tj11#general_summary
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/559517598723739649/photo/1


http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00nim2j3 …"
https://twitter.com/fuhgetsu/status/558480068884717568/photo/1

…あ〜…（－－；）

オーストラリアもダメだな、これは…

https://www.youtube.com/watch?v=pQ2WeVJ7_PQ
あなたに会いたい　　Ｖｉｋｉ

https://www.youtube.com/watch?v=kWfJVC75nu8
秒速5センチメートル

…自殺しないよ…

がんばって生きてくよ…

今度また、死んだときには…

逢いに行っても、いいよね…。
 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00nim2j3
https://twitter.com/fuhgetsu/status/558480068884717568/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2WeVJ7_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=kWfJVC75nu8


（２月20日）　以上、妄想日記終わり。（ていうか、もはや自分でも、どれが前世記
憶でどれが未来でどれが妄想や「創作」だか、判んなくなってるんだけど…）

http://85358.diarynote.jp/201502200947406638/

ちきしょう！まだ胃が痛いッ！（怒りの涙目）

。（＞＜＃）。。

2015年2月20日 恋愛 コメント (7)
　

誰のせいだ、誰のッ！(-_-#)

こんど遇ったら絶対にボコッてやるっ！＼(`O´）／

（非暴力主義一時私情で返上）

（…俺様ウェイファンなモードに戻りつつありますが…(^_^;)

まだ胃が痛いのは本当…(∋_∈)
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日10:10
激眠再発。(∋_∈)
まだ遠いけど、かなりでかい。

…揺れるなぁ…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201502200947406638/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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2015年2月20日10:31
胃が痛いせいで肩まで痛い。

(-"-;)
誰のせいだ？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日10:39
七日間？生き抜けって？

(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日14:56
ぅわ、キテたかＭ６。(・_・;)

どおりで電話が鳴らないと思った。(^。^;)

まだ来るよ〜…南？
（わかんない）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日15:02
曲は最初ずっと聞こえてたのが「七日間戦争」ＣＤ版で…、

そういえば私ら、革命やってた回もあったねぇ…(^_^;)…

（ていうか、もはや自分でも、どれが前世記憶でどれが未来でどれが妄想や「創作」だか、

判んなくなってるんだけど…

┐(’〜`；)┌

たいがい、

「そして二人は死ぬまで幸せに一緒に暮らしました」

…に、なってくれないのが、

哀しいかな、たぶん「史実」で…

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


(∋_∈)

まぁそれはおいといて。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日15:06
２曲目。ナイツオブザナイフ。

長髪美人さん。

ヘッドホン聴きながら耳コピでキーボード弾いてた？(^。^;)

羨ましい才能だ。(^_^;)

そのうちいつか

リアルで聞かせて下さい…

（あ、私の代理でボコ殴りをどうもありがとう某氏ｗ）

以上、妄想日記終わり。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日20:48
混ざらなくていいから。(-"-;)

てか、合奏とかずるいだろ。

(-_-#)

私だけハブかい★

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


（２月20日）　精神失調はもうこれ以上悪化のしようも無いし。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502202043263102/

ずるっとね。。。。(〃_ _)σ‖
2015年2月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

日本海溝が、今度は亀裂じゃなくて、斜めに剥離した巨大岩盤が、ずるっと滑落していくのが視

えるよ。(∋_∈)

私の大好きなアメフラシさんや深海魚さんが沢山死んでしまうので私は哀しい。

(T_T)

これのあと、海が激しく濁る。

海流にも異変が出ると思う。

てことで海底「送迎」ボランティアの呼び出しがかかっているので、バスで帰ります…
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月20日21:29
無事帰投。

体調は問題なし。

精神失調はもうこれ以上悪化のしようも無いし。(^_^;)

いま哭いてる？

ちょっと「頭ポンポン」しといてやって下さい。

言い訳は後で書きます。(^_^;)
 

http://85358.diarynote.jp/201502202043263102/
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（２月20日）　やっと解った。(^_^;)　もうじき私は死ぬんだ。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502202258107144/

やっと解った。(^_^;)
2015年2月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
もうじき私は死ぬんだ。(^_^;)

それで私が魚たちの

「送迎」に行くように、

君たちが少し早めに、

迎えに来てくれてるんだ。

(*^_^*)

だから、「嘘じゃない」のに、

リアルでもないんだ。(^。^;)

淋しくなくていい。o(^-^)o

あと少しの命なら、

せいぜいがんばって、

…漫画をたくさん読もうかな…

(‾ー+‾)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4分 4分前 
阿蘇山も17日の三陸沖地震後、約2か月ぶりに「連続噴火」が、1時間だけ止まり、ま
た連続噴火中です。やはり東北の地震活動と九州の火山帯は連動してる。3.11の時も同
じ

http://85358.diarynote.jp/201502202258107144/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


画像は京都大学の阿蘇山火口カメラ。右上の新たな噴気が気になりますね 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568781869753348096/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
今日の朝から地中カウント数が、やや高くなるエリア。

山口県〜広島、岡山付近の「瀬戸内海〜安芸灘〜伊予灘〜備後灘」あたり。
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（２月20日）　やっと「お迎え」に来てもらえた！　還れる！　還れる…！

http://85358.diarynote.jp/201502202335028705/

KAGUYA／RISU。（歌あり。）
2015年2月20日 恋愛
　

（承前）

このパターンだよね？　＞

　♪　o（＾ｗ＾）o　♪

やったぁ！

やっと還れるぅ！（＾＾）！

あれだけしんどかった前半生、

自殺をせず、踏ん張って、

踏みとどまって、頑張って、

ツッパリとおした甲斐があった！

やっと赦して貰えた！

やっと「お迎え」に来てもらえた！

還れる！　還れる…！

　♪　！（＾０＾）！　♪

https://www.youtube.com/watch?v=dpy6AnEvvu8
TMN / Nights Of The Knife

http://85358.diarynote.jp/201502202335028705/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063342328/
https://www.youtube.com/watch?v=dpy6AnEvvu8


 
 
 
 
 
 
ひみつ日記

 
病んでんなぁ、私ｗ

ｗ（＾＿＾；）ｗ

 



（２０１５年２月）（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年２月）

（下旬）
 
 



（２月21日）　「その後」の転生のたびに、異様に心配性で過保護になって、それで
かえって関係がギクシャクのドタバタになっちゃったのって…

http://85358.diarynote.jp/201502210012562309/

【粗筋添付】「目の前で飛び降り自殺の回」。

の、反省文…、（－－；）…（以下略！）
2015年2月21日 恋愛 コメント (1)
 
さっきのコメント欄の

http://85358.diarynote.jp/201502202043263102/
は、

これね。（＾＾；）

http://76519.diarynote.jp/200606212242310000/

なんか「枕かかえてダダ哭き」してる気配だったから。

先にコレ読んじゃったんじゃないかと思って。

（＾＾；）

ちゃんとこっちに解りやすくあらすじ書き直して、謝罪と反省文！とか書いておこうとか、思っ

てたんだけど…

そういうこと（前項）なら、いいや。

「直接会えた」ときに。

土下座して、直接謝ります…

＜（－－；）＞…。

（実際、「その後」の転生のたびに、異様に心配性で過保護になって、それでかえって関係がギ

クシャクのドタバタになっちゃったのって…

http://85358.diarynote.jp/201502210012562309/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502210012562309/
http://85358.diarynote.jp/201502202043263102/
http://76519.diarynote.jp/200606212242310000/


あの時のトラウマ。のせいだよねぇ…？

（－－；）★

◎前世夢？より『崖（仮題）』のあらすじ

○最初の夢？で見た、イントロとラストシーン。

　主人公の少年（私）は軍人になる訓練を受けている。制服は茶色。黒髪・黒い瞳・

茶色の肌。級長？なので訓練の後の片づけを点検したか何かで一人遅れて寄宿舎に戻

る途中、兵営のグラウンドをつっきってやってくる騎乗の人物を見る。黒馬に黒い制

服のエリート部隊の士官候補生。支配民族である白い肌。髪の色は薄い。はじめ遠か

ったし、あとは逆光だったので、顔はよく判らない。

　校長室の場所を聞こうとして？、その人物は斜面を馬でつっきって私の方へ来る。

質問に答えて敬礼して別れるはずのところ、相手が「……どこかで会った事がな
いか……？」と言う。「……私もそんな気がしてたんですが……」と、2人して、どこ
で会ったんだっけー？と、出身地の情報交換をする。“私”は見るからに被差別民族とわ
かる外見であるにも関わらず、全然そんなのに拘らずに親しげに話しかけてくれる

ので、すごく感動するのだが、気後れして戸惑ってもいる。結局、向こうが、親の都

合で子供時代に南部の沼沢地方の駐屯地（“私”の出身地の近く）で2年ぐらい過ごした
ことがあったから、その時にどっかで一緒に遊んだんだろうか？みたいな話に、双方

どうも自信はないが結論づけておく。向こうの連れ（同じ部隊の友人）が後から追い

ついてきたので挨拶して別れるのだが、その時に、被差別民と話しこんでいた自分を

恥じるでもなく、ごく普通に（嬉しそうに）、「この後輩は同郷で、幼なじみなんだ

」と友人に紹介してくれるので、すごく嬉しくもあるし、驚く。

　その後、彼の所属の部隊全体が私のいた兵営に転属されて来ることになり、訓練の

行き帰りなどに偶然出会うと挨拶を交わす中になる。私の側からは恐れ多くて近づけ

ない相手だが、向こうがわざわざ（周囲の一部のヒンシュクを気にも止めず）寄って

きては「調子どうだー？」とか話しかけてくれる。すごく嬉しいのだが“私”は感情表現
が極端に乏しくもある。それでもめげずに嬉しそうに、見かける度にとことこ寄って

きてくれる。

　“私”は自分の生命にまったく執着してなかった（早く死にたかった）ので、逆に有能
きわまりない兵士になってしまい、被差別民であるにも拘らず学年？の代表を務め、

初陣以降きわだった手柄を立て続けて注目を浴びてしまっている。白人種からは妬ま

れる反面、同族からは「侵略者に誇りを売った裏切り者！」と石を投げられる立場で

あり、まったく孤独である。



　向こうの部隊がどこかへの征服戦で大手柄を立てて戻り、昇進して百人隊長になる

事になる。明日は任官式？のために首都へ出発しようという日の午後、わざわざ“私”を
呼び出して、「副官にはお前を指名するから、用意しといてくれ」と、すーっごく嬉

しそぅーに言う。「これからずーっと一緒にいような」という主旨のセリフも聞いた

気がする☆

　……で、“私”はそれが、すごくすごくすごく複雑で。嬉しくて泣きたくもあるがそれ
以上に、混乱しきったまま「これで終わりだ……」という絶望を強く感じていて。そ
の夜のうちに身辺を整理して、翌日、大河沿いに船で出発する一行の中で、「なんだ

アイツは見送りにも来ないでー★」とグレている向こうが、他の戦友たちが「見送り

崖の上に人がいる」と騒ぎ始めたのを聞いてふっと見上げ、かなり遠かったにも関わ

らず一目で“私”だと見分けて、一瞬、「なんだ、また民族の違いなんてのを引け目に感
じて、あそこから見送ろうって言うんだなー？」と苦笑いしたのも束の間、その船を

見おろしながら（このシーンは視点が入り乱れてぐちゃぐちゃ）“私”は、あっさり木柵
を乗り越えて飛び降りてしまった。

（ここで“私”の記憶は途切れてて、あとは向こうのまわりを幽体になってウロウロして
いたらしく、相手の“心の声”だけが“主観”と化している。）
　パニックを起こして半狂乱から呆然自失になったまま仲間にひきづられて任官式に

参列し、戻って来たところで校長室？で遺品と遺書を渡されて“私”の自殺の理由（ただ
し後で考えるとその一部に過ぎないが）を知る。犯罪であり恥ずべきこととされてい

た同性愛の感情を相手に対して持っているので、副官になって同じテントで寝起きな

んて、とても出来ません……という主旨で。「それなら一緒に追放刑を受けたって
良かったのに」とかの問題発言を向こうが吐く（ので“私”はものすごく焦る）が、校
長は“私”と私たちに対して好感を持っていてくれた数少ない人物の一人だったので、聞
かなかったフリをしてくれる。

　その後、彼は一刻も休まずに自分と“私”を責め続け、「あんなにあっさり死ぬことは
なかったじゃないか。勝手だ。ひどすぎる。相談してくれれば少なくとも一緒に考え

て結論を出すことぐらいは出来たはずだ…！」と、ずーっとぐるぐる同じ事だけを考
えている。「他の副官なんかいらない！」と断って百人隊を一人きりで完ぺきに仕切

ろうとして夜も眠らず（どうせ自責の念のせいで安眠は出来ない）、その状態で前線

に出て、かなり早く死んだんだと思う。幽霊になった“私”は、ずーっとその回りを、「
ごめんなさいごめんなさい！」と叫びながら、何ひとつ出来ずにひたすらうろうろし

ていた。

○結局のところ健＆小次シリアス本を読みながら寝入った事による妄想に違いないと

いう自覚はありながら、あまりにも哀しくて悲しくて、どーしよー……もなかった
ので、そのあと数日かけて「なんで自殺なんてしちゃったんだろう。他の方法だっ



てあった筈なのに。そもそも“私”ってなに考えてたんだー？　追放刑受けたって、兵営
の外でだって生きていけるという発想は、なかったのかーっっ?!」と怒り狂っているう
ちに、できて（甦って？）しまった設定。

　数千年の昔から同じ暮らし方をしてきた、豊かでのどかな南の沼沢地方の、歌が好

きで踊りが好きで家族を大事にして、一つの沼のまわりに一族の家が点在していて先

祖代々で住んでいる。子供たちは適齢期になると幼なじみと婚約した場合を除いて配

偶者を探しに冒険？の旅に出て、道すがらの路銀稼ぎに歌と踊りの大道芸を披露する

ので、それが近隣諸国（地中海地方？）の名物になっている。彼らの宗教は独特でお

おらかで、赤い血のもの（ほ乳類と鳥類）はすべて家族であるとして、食べないし決

して殺さない。

　北方の台地の上には騎馬と金属精錬を技とする一族がいて、互いに覇権を争い続け

ていた。ある族長がついに帝王として一族を統合した時、台地の上はあれ果てて一草

も残らず、もはや一族とその騎馬を養うだけの地力がなかった。金属製品の交易だけ

では帝王の贅沢（自らを神として聖殿を建立など）を支えられず、結果として他国へ

の侵攻をこととする一大軍事国家となった。格好の被征服地として最初期のエジキ

になったのが南の沼沢地方である。

　数世代を経て、膨れあがった北の国家には一つの伝説？が定着していた。「南の沼

沢民はひよわで迷妄な連中で、兵士として徴用しても糧食の大半を占める動物の肉を

決して口にしないので、栄養失調でフラフラになって使いものにもならない。せいぜ

い訓練の模擬敵として人間狩のマトにするのが関の山……なのだが、民族独特の身の
軽さや勘の良さを活かせれば、1万人に一人ぐらい、北の民すら感服するほどの類まれ
な名将が出る」と。

　この『1万人に一人伝説』のおかげで、“殺されても殺さない”を信条（宗教）とする
沼の民は、基本的には兵士としての適性がまったくないにも拘らず、常に一定の割

合で、少年たちを北軍に、使役され戯れに殺される為だけに差し出さねばならない。

故に、万人一人伝説の基となった数人の歴史上の“裏切り者”は、悪魔のよーに忌み嫌わ
れている。

　主人公（“私”。面倒なので仮にSとする）は、当時まだ徴兵の年齢に達していなか
った。が、大勢いた兄弟のうち長男は徴兵逃れのために事故といつわって屋根から飛

び降りて足を不具にしており、次兄は自殺or出奔してしまった。北軍の徴兵官が父母を
殴り倒して見せしめの為に処刑すると言う。Sは持ち前の運動神経で徴兵官の前にハデ
に飛び降りて、「いやだな母さん、いなくなったなんて何ボケたこと言ってるのさ

」と、2歳年上の次兄のフリをする。体格が小さすぎるので徴兵官は当然疑うが、子供
とも思えない度胸と覇気と口の達者さに、『万人一人』の片鱗を見て、「だまされた

フリを今はしてやるが、おまえが役に立たなかった時には残された家族がどうなるか



覚悟しておけよ」と脅す。Sは、オロオロするだけで為すすべのない両親や、後先考え
ずに自分たちだけが徴兵逃れを図った兄たちにものすごい憤り（怒り）を感じてはい

るが、とにかく徴兵官に連れられてその地方の兵営に連れられて行く。

　一回り小さい体格にも拘らず体力測定？の段階で早くもその俊敏さで頭角を現して

しまい（だって本気出さなけりゃ家族が……）、事情を知らないか知っていても同情
する余地のない同郷者たちからすさまじく攻撃される。彼らとしては万人一人伝説が

早く消えてしまって、北軍が南部からの徴兵は時間とカネのムダと判断する日が来る

のをひたすら待つしか手がないと思っているので、誰も彼も、徴発されてきたからに

は配給食（禁忌の獣肉！）を口にせずに衰弱して死ぬか、人間狩（訓練or祭事のイベ
ント）の日に無力な標的としてなぶり殺されるのを待つしか選択しようがないのが、

沼の民としての道だと思っている。家族の為とはいえ掟（信仰）を裏切って獣肉を食

らい、同族だろうと容赦なく叩き伏せるSは、一部の寛大な教官に目をかけられている
とは言え、北民の監視兵からは逆にイジメの標的にされるしで、ひとりでただ目をギ

ラギラさせて、生き抜くことだけを考えている。（彼が出世せずに早死にしたら、同

じ沼の者＝一族郎党＝が、なぶり殺しにあうのである）。

　そんな状態でしばらく過ぎて使役にも訓練にも耐えて生き残っていたSは、人間狩の
日に標的として追い回されたあげく果敢に反撃して北民の狩人を殺してしまう。「強

い者が正義だ」という信念を持っている北民の指導官たちは『万人一人』の候補者が

現れたと大いに喜ぶが、同族である南の沼の民たちは、「おまえ一人のせいで、また1
万人の同胞が無益に殺され続けるんだ！」と怒り狂い、信仰習慣上から直接に殺され

る危険はないものの、“事故”で手足の1本くらいは失うことになったら……と懸念した
司令官が、自分が北方に配転になった際に、Sを養子待遇として連れていく事にした。

　北方台地の旧都（かつて部族抗争時代には争奪戦の対象となっていた堅牢な首都だ

ったが、周辺の自然環境の荒廃と、拡大した国土の統治の都合で、現帝都は南の平野

部に遷都）の郊外にある広大な軍事施設は、ほぼ正方形の高い土塀で囲まれ、若い訓

練生には初陣に参加して生き残るまで外出の自由はまったくない（親の死に目とかだ

けが例外）。北民の代々の戦士の家柄の子弟を対象とした訓練施設なので肌の茶色い

南部の民はS一人である。新任の司令官（指導教官）の養子待遇という事で、万人一人
伝説のもととなったかつての英雄は北民には人気がある（全部ではなく、蔑視する奴

もいる）ので、やりようによっては友人も出来たのだろうが、性格上あまりにとっつ

きが悪すぎて孤立するが、実力は揺るぎないものがあるので一目置かれてもいる。戦

闘訓練となると勇猛果敢にして冷酷なほどなところと、徹底して寡黙で無愛想なとこ

ろが「ぜんぜん南の民らしくない」と、賛否はともかく衆目は一致している。若干

一名、友人未満だが学年長と副官として、ある程度は個人的な会話もかわす相手は一

応いる。

　この国（北方台地）は徹底した尚武の国である。強い者が正義であり、惰弱は罪悪



。女が武器をもつことはなく、名家の妻女は外出すら滅多にできない。台地は乾燥し

ており、砂嵐で摩耗しつつある街路は堅牢な石造り。緑はほとんどない。歌うことも

舞踊ることも恋をささやくこともない（結婚は親同士が政略で決め、成人と同時に縁

組みするのが普通で、逆らう自由はない。どちらにしても名家の若い男は1年の大半を
戦場で過ごすので、妻の顔も忘れるようである）。公の場では男＝戦士がみだりに笑

うことすら恥とする気風がある。Sが育った南の沼地とはあまりに違う。何ひとつ同じ
ものはない。濃い緑と豊かな風と水、同族の少女たちの幸せそうな笑顔とを、嫌って

飛び出して来たわけでは決してないSは、しかし殺人の禁忌を犯した以上、2度と郷里
では受け入れてもらえる筈はなく、すべては幻に過ぎない。自分が守ろうとしたもの

からは完全に否定され、罪悪と教えられた殺し・奪い取ることを至上の正義と考える

異民族からは、優れた才能を持つとして称揚される日々……。自分に目をかけてくれ
る北民のエリート達を憎むことも出来ず、けれどけして消えはしない違和感をうまく

伝える事もできず、「劣等民族である南の出自を恥じている」（あれだけの武勇を誇

るのに謙虚なことだ）と、周囲には誤解されるような言動でしか、親しい人間づきあ

いを避けることも出来ない。初陣で武勲をたてて生きて戻った後は比較的自由な外出

も許されてはいるのだが、外出イコール「略奪でさらってきた異族の女を買いに売春

宿に行く」誘いに同行もできず、Sの世界は四角い兵営の中に縛られている。（後で考
えれば脱走でも何でもすればよかったのだが、それで自分の手についた血の染みが消

えるわけではないし。殺人を禁忌としない他の民族の放浪芸人たちに合流するという

手だってあったのに……という知識や発想は、自殺した後で、“向こう”の意識に同調し
ていて得た。そういう“他の”世界を全然知らない子供のうちにSは徴兵されたのだ
った）。

　何ひとつ惑うことなく北民の理想である「強さと明解さ」を具現している相手（仮

にLとする）に出会った時、Sは強く魅かれた。理由なんてなくても好きにならずにい
られない磁力を備えた存在でもあったけれど。けして同化することは出来ないだろう

絶望と、痛みすら伴う違和感（……「初陣で何人殺したんだって？」と、我がことの
ように嬉しそうに誉められてしまう時の絶望感！）とが、かえって思慕の念？をつの

らせる結果になったのは事実である。相手のまっすぐで単純な好意のぶつけかたに、

ようやく混乱から立ち直って自己を分析する余裕ができた時には、すでにそれは変更

不可能な恋愛感情に育っていた。身体的には壮健きわまりない10代後半の、完全に禁
欲生活を強いられている少年に、色欲を伴わない恋愛が成立するかなんていうと、そ

れは無理な話である。どちらにしても時々たまたま出会って話をするという程度の間

柄に過ぎなかったし、表情を消すのはとっくに習慣になっていたし、S本人には同性愛
に対する嫌悪の念は薄かった（南の民は恋愛に関してはかなり大らかだった）しで、

「ばれなきゃいーや」という開き直りで、当初は逆に心の支えになってもいた。が、

兵営の同学年のなかに同性愛のカップルがいることが判明し、学年長の職務として追



放刑（すべての権利や名誉を剥奪し、奴隷の烙印を押して乞食の格好をさせ、双方を

東と西の門から石つぶてでもって追い出す）の執行に立ち会ったのだが、その際に同

性愛者に対する北の民の深刻な嫌悪と、出世や社会的地位といったものを完全に断た

れるのだという事実をまのあたりにして、「ばれたら（相手が）終わりだ」という恐

怖にひたる。（人気の高い人なだけに、ちょっとの傷でも足を引き落とそうとする敵

対者も多い。）

　……が、こっちの心情の変化になんかお構いなしに、向こうはどんどん距離を詰め
て来るんである★（Sが現役の兵になり、行動の自由や社会的立場があるていど確保さ
れたので、以前よりちょくちょく会えるようになっていた）。Lが成人して妻を迎えた
という話を聞いて、そらぞらしくも祝辞を述べなきゃいけなかった時の気分とかをは

っきり覚えている（?!）。
　そんなこんなで早く死にたい病に拍車がかかり、運がいいのか悪いのか前線に出る

度に無茶な行動をとっているのに何故か勝ち残ってしまう。（騎馬軍団のほかに馬で

引く戦車や、原始的ながら爆薬や手留弾のたぐいもあったような気がする……時代考
証は?!）
　で、前線に出れば同じテントで寝起きして完全に一心同体の暮らしをする副官と

して、ものすっごく嬉しそーに「早く百人隊長になってお前を指名したかった

んだー！」と、プロポーズされちゃった時、私はものすごくぐちゃぐちゃな顔をして

、「……わかりました」という答え方をしたんだと思う。「ああ、これで終わったん
ですね」という意味だったんだけど。向こうは当然、了承の意志表示として取るだろ

ーから、「なんだ、ちっとも嬉しそうじゃないなぁ！」という不満はあれど、私が無

表情なのはいつもの事だったから、全然気にも止めないというか、まさか自殺するほ

ど思い詰めているなんて予測もできなかっただろう……。すごいショックだったろ
うなぁ。ごめんなさいごめんなさい……★

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日0:15
…あ、（＾＾；）

あっちに書いたやつは、あくまでも「小説用」に、固有名詞とか世界設定とか、適当にくっつけ

てますけど…

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


（＾＾；）

「前世記憶の夢」としては、単語とかは全然、記憶してないです。

「目で見た」ものと、「心で感じた」ことだけ、（音声データもなし）の、記憶です…。
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502210039467622/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日0:40
おやすみなさい。

生きていても、

死んでいても。

本当に、ずっと。
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（２月２１日）　おかしな精神状態に陥ったまま泣き寝入り。

http://85358.diarynote.jp/201502210106079636/

いかん、やはりこれを貼らなくては…ｗ
2015年2月21日 恋愛 コメント (1)
　

http://85358.diarynote.jp/201502202335028705/

これの分で一曲ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DJ3Di182m_Y
アリス　チャンピオン

がんばったよ。私。

だれも認めてくれなくても。

きみにまた、怒られて放り出されても。

がんばったんだよ、これでも。

精一杯、がんばった。つもりなんだよ…

https://www.youtube.com/watch?v=AeKRFZX5d8Y
アンジェラ・アキ　『手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 2014』 

…まだ…

赦して、もらえませんか…

http://85358.diarynote.jp/201502210106079636/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502210106079636/
http://85358.diarynote.jp/201502202335028705/
https://www.youtube.com/watch?v=DJ3Di182m_Y
https://www.youtube.com/watch?v=AeKRFZX5d8Y


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日4:47
ぶははははｗ

おかしな精神状態に陥ったまま泣き寝入りして、ふわっと目が覚めてから時計が鳴ったなと、

思ったら、すぐそばでＭ５。

┐(’〜`；)┌

こりゃやっぱり、札幌直下とか泊原発直撃地震もアリか…

(・ω・;)(;・ω・)
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502210643071646/
 
どこにいようと死のうと生きようと、

私はどうせすでに「アタマおかしい」んだから、

「私らしく」「ふつうに」存在してやるさ〜ッ☆

 
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&list=RD4aCtxyY37_Q
TM NETWORK - Children of the New Century
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201502211340437464/

めも。「誰か僕を喚ぶ声がする」。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&list=RD4aCtxyY37_Q
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2015年2月21日 恋愛 コメント (8)
写真と本文は関係ありません。

ＤＮさんの携帯から入力画面が時差ぼけしてるだけ。

(-.-;)

学生時代、自殺したくなる度に聴いてて最近すっかり忘れてた曲を

唐突に思い出したので後で検索してみよう。

昨夜もしかして自分はもうじき死ぬのか仮説が浮上してしまってから少し泣いて、なんか全身の

力が抜けてしまったが、

おそらく本当は、このくらいのほうが健康にも社会適応のたむにも良い。(-.-;)

私がずって必要以上にガンバリ続けてしまうのは、役立たずなら殺される、という前世記憶の恐

怖感と、私が死んだら人質も殺される、という強迫観念から、逃げられてないせいだから。ね…

(-_-#)
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日13:50
今日は脳内でも誰も遊んでくれません。(;_;)

中島みゆきだけが延々リプレイしている…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日18:50
あ、その後の脳内送信フォローありがとう。(^_^;)
iPodに入れたの？
安全運転でね！

私は徒歩帰宅中です。

胃と脾臓の間が変にひっつれて痛い以外はマウモンタイ。

 

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150221/85358_201502211340437464_1.jpg
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（２月21日）　どっかの捜索隊に参加しているソウルチームメイトの誰かが、窒息寸
前だった子どもを泥の中から救出。

http://85358.diarynote.jp/201502211340437464/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:15
どっかの捜索隊に参加しているソウルチームメイトの誰かが、窒息寸前だった子どもを泥の中か

ら救出。

o(^-^)o

生きてた良かった！(^o^)／

…やっぱかなり津波被害が拡がってるよ南太平洋。(・_・;)

ていうか、波高は低いの。

島が…陥没というか沈降してるの…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:44
波高数十cmのミニチュア津波が幾つも幾つも、何百という島の間の狭い水路を走り抜けては互い
に相殺したり相乗したりし合っているので、突発的かつ局地的に数ｍの竜巻波が沿岸を襲ってる

。(∋_∈)

通信なんてとっくに途絶えてる地域だから、ニュースにならない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日19:55
必要なのは破傷風の薬だね…
(・_・;)
陸路も海路も使えないから、誰か薬草の知識のある古老を探して。

白人語は通じないから通訳もいる。

教会関係の女性ボランティアをつかまえて相談してみて。

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

2015年2月21日20:03
食料！ヽ（・＿・；）ノ

降るならマナよ降れ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日20:44
「来るぞ〜っ！」と書く前に

来てたねＭ６。┐(’〜`；)┌

さっき視たのはジャワ島だったらしい。

彼は無事。

おやすみ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日22:11
0
499
655.
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（２月21日）　「交信とってもよし！」⇒「霊界転生落第科目の再履修単位取得認定
」が出て…

http://85358.diarynote.jp/201502212305525993/

雑記と追記と「赤い糸」…♪
2015年2月21日 恋愛 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=Ry_bpaKDcAo
時代 -ライヴ2010〜11- (東京国際フォーラムAより) 

はい復活〜☆！（＾へ＾；）！…？

まぁ、へこんでもすぐに復元するのさ、「りす頭」だから…

（中島みゆきの「砂の船」は、悠宙舞さんではまともに聴けない！

ということが判明しました…

いいもん。（＾＾；）脳内記憶再現演奏のほうが細部まで完璧だし、

自分で歌ったほうが、そのへんのクソカバーバージョンよりも上手いし…☆）

あ、かわりにちょうどぴったり？なの見つけた…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=CDD2trwj7tc&index=2&list=PL7E90068B71F49120
中島みゆき　ｂｙ　時は流れて

いや、「ぴったり」じゃなかったな…ｗ（＾＾；）ｗ
「私」、ぜんぜん、変わってない。バカが治ってないもん…☆

さて訂正です。私、「すぐには死なない」みたいです。

（＾＾；）

それでも…５０年も…！
！（＾＾；）！

http://85358.diarynote.jp/201502212305525993/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502212305525993/
https://www.youtube.com/watch?v=Ry_bpaKDcAo
https://www.youtube.com/watch?v=CDD2trwj7tc&index=2&list=PL7E90068B71F49120


「自殺せずに、がんばって、自分一人で生きた」ので…、

「霊界転生落第科目の再履修単位取得認定」が出て…

それで、

「交信とってもよし！」という霊界許可が出たので、

さっそくかまいに来てくれた。

みたいです…（＾＾；）☆

（いや私はずっと「気配」は視えてたんだよ…
　でも、向こうはワタシのほうからちゃんと視えてる、おぼろげながら記憶だってある。という

ことが、

「わかってなかった？」みたい…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=zziimeaeRy8
中島みゆき 『問題集』アルバムトレーラー [公式] 

ずっと逢いたくてしかたがなかった懐かしい人たちと、

いきなり急に「双方向通信」が成立したんで、

ちょっとかなり、べっくらして、

逆に悪い方向に想像力が働いちゃったです…☆

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

ぉおおお…（＠＠；）…

懐かしすぎる…！
https://www.youtube.com/watch?v=ha-dgJJqIwg&list=PL7E90068B71F49120&index=4
世情 - 中島みゆき /1978 - アナログレコード再生 - PIONEER PL-61 /EPC-205 MK3 

ちなみに銀座の反戦パレードのド真ん中とかで、これよく超巨大美声？で、

歌ってましたよ、私…♪

https://www.youtube.com/watch?v=zziimeaeRy8
https://www.youtube.com/watch?v=ha-dgJJqIwg&list=PL7E90068B71F49120&index=4


あと前項コメント欄の「救出劇」について…。

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M4.7】SOUTH OF JAVA, INDONESIA 32.5km 2015/02/21 19:37:00JST, 2015/02/21
10:37:00UTC
(G)http://j.mp/1D07sOu (USGS)http://j.mp/1DIlmWS

これだったみたいです。

（＾＾；）

んとね、ごめん。「ちゃんと覚えてない」けどたぶん、

「革命やってた」回の、別隊の隊長だった彼じゃないかと思うんだけど。

「あのときの私」を覚えていて、今回、なんかの先生？（有機農業指導とか？）でJAVAにいて…
、

村の子どもが高さ５０〜６０cmぐらいの高波で足元さらわれて、そんなに遠くまで流されたはず
はないけど、水が引いたあと一面の泥野原になってしまって、見つからない…！

と、いう状況で、「私」を召喚してくれた。

「これこれの状況なんで、日が落ちて真っ暗になる前に、見つけてくれっ！」と…、

「昔」のように頼まれたので。

いや（＾＾；）今生の私、あの時みたいに精確無比な「ＰＳＹ持ち」じゃないんですけど…（
－－；）

と、思いつつ、「視えた」範囲で教えたの。

「倒れないで残ってる鉄パイプの、足が四角いコンクリ土台になってる、駐車場の鎖ささえみた

いな棒ある？　それグラグラ揺らしてみて。で、左腕を後ろに回して、その先を探してみて！」

って…

http://j.mp/1D07sOu
http://j.mp/1DIlmWS


したら、「いた〜！生きてる〜っ！」って…

聴こえた。！（＾o＾）！

引き潮に曳かれる途中で、シャツのはしがパイプに引っかかって、千切れながらも身体を引き留

めてくれて、そのうえから泥がかぶさってたから、上からは視えず、気絶してたから、窒息して

ても死なないで済んだみたい…☆

（＾＾）良かった。良かった。

https://www.youtube.com/watch?v=EWEl0-SX4oQ&index=12&list=PL7E90068B71F49120
暦売りの歌(「夜会VOL.16」より） / 中島みゆき [公式] 

その後、とにかく集落の人は、ひとりも死なないで済んでた！

のがわかって、夕日に向かって拝んでたんだけど…

日没時間が日本（札幌）より４〜５時間遅い？みたいなんで、「あれ？バヌアツとかじゃな

いな…？」と、思って、地震情報みたら、ジャヴァだっく…☆

まぁとにかく。

きれいな夕陽が観れて（＾ｗ＾）お得だったよ♪

https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM&list=PL7E90068B71F49120&index=10
一期一会 / 中島みゆき [公式] 

地震。まだ来ます。どんどんきます…。

皆さん、生きていられるうちに、後悔の無いように、行動してね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=9XCHPIPuL9M
糸。クリス・ハート

       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=EWEl0-SX4oQ&index=12&list=PL7E90068B71F49120
https://www.youtube.com/watch?v=AV-gYE_eKFM&list=PL7E90068B71F49120&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=9XCHPIPuL9M


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月21日23:19
…どっちかってと「時は流れて」の未練ったらしさと鬱陶しさは…
…ｗ（ーー；）ｗ…
「きみの歌」…？？（－－；）…？
 
 

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150221/85358_201502212305525993_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150221/85358_201502212305525993_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150221/85358_201502212305525993_3.jpg


（２月22日）　なんと言うかミサンガ的な意味合いでくっつけていた貰い物のマスコ
ットの糸が、ついに今朝切れた。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201502220648043093/

不可能な夢を視る。

2015年2月22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。

０６：３５です。

札幌は不気味な強風。

予報は夜から「雨」！（＠＠；）！

バイトは早番。

音楽は昨日の流れでこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&index=2&list=RD4aCtxyY37_Q
TM NETWORK - Children of the New Century 

環太平洋全域が揺れ揺れ。重力波があっちゃこっちゃしていて、

船酔いしそう…（〜〜；）

https://www.youtube.com/watch?v=fFj_jdBgJWo&index=6&list=RD4aCtxyY37_Q

http://85358.diarynote.jp/201502220648043093/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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TM NETWORK / KISS YOU 

…そして、「浜岡原発直撃」地震なんですねぇ…ｗｗｗｗｗ

（そして、地図の範囲内にね。私の母と弟のいる家が、入っているという…★）

…あ、でも先に高知がキテますね…ｗｗｗｗ

揺れるか。東南海…！
…ｗ（－－；）ｗ…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日7:31
なんと言うかミサンガ的な意味合いでくっつけていた貰い物のマスコットの糸が、ついに今朝切

れた。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日8:00
「北区 赤羽 水道水 公害 家族全員がおかしい」

「ワクチン 神経毒 自閉症」…それだ、私！(ΘoΘ;)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日8:33
「石綿被害認定 １万人」

被爆の被害は１億人。(-_-#)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日8:35
２分前に足元２３６kmでＭ４。

三陸はるか沖マシンガン状態。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日13:16
なんとも嫌な揺れ具合。(-_-#)

私達はどんどん良い方向に、

世界はどんどん悪い方向に、

急速に分離旋回中。
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（２月22日）　「妄想だけでも効果あり。」

http://85358.diarynote.jp/201502221332254410/

ほんじつ「猫の日」。

2015年2月22日 恋愛 コメント (1)
　

書くの忘れてた。

いやマジで。(^。^;)
ニャニャニャの日。

（２月２２日）なんだって…。

（日本語圏限定）。

ツイッタ検索。

「妄想だけでも効果あり。」

確かに！σ(^◇^;)。。。

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

私信は後で書くけど。(^_^;)

そこグリーン車？

なんか豪華な座席に乗ってんね…＼(◎o◎)／…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日18:27
バイト終了。

プチ厄ぽかったけど大禍なし。

http://85358.diarynote.jp/201502221332254410/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502221332254410/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


かと思ったらヤクザ。



（２月22日）　（この私に蹴りを入れるたぁ、イイ度胸だドサンピン！）

http://85358.diarynote.jp/201502221829369100/

傷害罪。犯人逃走。

2015年2月22日 日常 コメント (2)
　

警察に被害届け提出。

怪我はありません。

写真は帰宅次第抹消します。

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日20:26
　

半田屋でカレー食べて

おなかいっぱい。o(^-^)o

ちょ〜念のため、人通りが多めの道を迂回して帰ります。

(^_^;)

（この私に蹴りを入れるたぁ、

イイ度胸だドサンピン！

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日22:11
　

警察の調べによると、登録されている車の持ち主と、私が証言した暴行犯の特徴が一致しない。
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（しかし盗難車でもない）とのことで…、

どうも別の事件の手がかりを「偶然」提出したかのよーな気配もしたりする？

ので、…？（＾＾；）？…

とりあえず「証拠写真」はネット上から抹消しておきます。

あ、チンピラが横断歩道を塞ぐ形で止めてた車を迂回しようとして、車体にカラダが当たった

ぞどーしてくれる！と定番すぎるインネンつけられて絡まれて、

こっちが全然ひるまなかったもので、悔し紛れに腰骨めがけて一発蹴り入れてきやがって、

こっちが全然ひるまずに指つきつけて「傷害罪！」「誰かこいつ捕まえて！」と叫んだら…

路上に車を停めたまま、犯人は二本の脚で走って逃げやがりました…ｗ

（間抜けすぎる！）

残された車のナンバープレートの写真撮って警察に画像提出して、元気にごはん食べて歩いて帰

ってきました。

（＾＾；）

そして「例によって」私が家にぶじ帰投して、玄関しめたとたんに、突風が吹き荒れて、豪雨が

降り始めたさ…ｗｗｗｗｗ



（２月22日）　「妄想日誌」に戻りますよ〜…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201502222356119891/

私信。（＾＾；）まいなすいち。

2015年2月22日 恋愛 コメント (1)
　

さて。警察にこれがバレたら「証言能力」を全否定されることカクジツな、

「妄想日誌」に戻りますよ〜…ｗｗｗ

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

あのさ。（＾＾；）

きみがこの「ヘロヘロ髪の小柄で端整な顔の、ちっちゃいくせに気迫美女」を観て、

萌え萌え〜な理由はよ〜く解るんだけどさ…

（ちなみに「今生の私」は、あいにく小柄でも美人でもないし、

　すでに若くも可愛くもないので、残念でした…★）

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

そこまで気に入る？　今日、何回リピートしてた…？？

はっきりいって★（＾へ＾；）★脳内放送、聴き飽きた…★

…と、いうことで、きみ好みの美女は見飽きたのでｗ

「私好みのイイ男♪」

特集で復讐…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=LJQ8iLPepG8
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西田 敏行（もしもピアノが弾けたなら）

https://www.youtube.com/watch?v=Ddxp-MpxLZI
LOVE SONG - CHAGE and ASKA 

https://www.youtube.com/watch?v=lne4XDqaHQM
村下孝蔵 　初恋　ＬＩＶＥ　《ＰＶ》

https://www.youtube.com/watch?v=lUDqMQ-uGUM
サボテンの花　（720P）

https://www.youtube.com/watch?v=ho7796-au8U
The Jackson 5 - ABC 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjxv1fhZ-7g
美女と野獣

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

…とっても「イイ男たち」だと、思うんだけどなぁ…

…（＾＾；）…

何故だ。なぜ、

現代日本の一般的女性陣からは、

微苦笑を頂戴してしまうんだ…？？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=_RAatyIkTnQ
KAN and I love you -LIVE- 

https://www.youtube.com/watch?v=3SWyQcAIg34
海援隊　送る言葉
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月22日23:56
０

４９９

７５５。
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（２月23日）　「津軽海峡〜陸奥湾・函館二重津波」ドンピシャリ予想震源域揺れま
した。

http://85358.diarynote.jp/201502230153157984/

移築とか、増設とかｗｗｗ

2015年2月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
（承前）…はまった…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=1p2qxo6Id5E&list=PLRJ3dObDLdju6o8zkbxQq3DBcwLRXNNp6&index=7
Scatman John - Only You 

https://www.youtube.com/watch?v=wlxlBEP3mPo&list=PL5780382A926DABA4&index=4
Soul Flower Union - Mangetsu no Yuube

https://www.youtube.com/watch?v=yQY_pby8N1E
リクオRIKUO 「ケサラ」

https://www.youtube.com/watch?v=W4rpbXLGVT4
坂本九 明日があるさ

https://www.youtube.com/watch?v=LNuxb4-PLzs
クリス・ハート - 幸せをみつけられるように

https://www.youtube.com/watch?v=LlRyrL-yE9o
【日本赤十字社】Def Tech-Bolero　Full 

https://www.youtube.com/watch?v=d4UD9bpiE7I
槇原敬之 - 世界に一つだけの花 (2004年 日本武道館)
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地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
Updated【M6.2】OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO 10.0km 2015/02/22
23:23:14 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1B5Xk9m (USGS)http://j.mp/1AxSApH

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
Updated【M6.6】OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO 22.0km 2015/02/22
23:23:18 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1FLcZvP (USGS)http://j.mp/1AxQeqF

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M5.1】FIJI REGION 591.4km 2015/02/22 22:02:16JST, 2015/02/22 13:02:16UTC
(G)http://j.mp/1zYlbR7 (USGS)http://j.mp/1AivTab

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M5.6】COLOMBIA 151.4km 2015/02/22 21:56:24JST, 2015/02/22 12:56:24UTC
(G)http://j.mp/1FKXX9v (USGS)http://j.mp/19WUHKW
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地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M5.1】SOUTH ATLANTIC OCEAN 10.0km 2015/02/22 20:48:25JST, 2015/02/22
11:48:25UTC
(G)http://j.mp/1BAERBy (USGS)http://j.mp/19WBAkp

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M5.2】NORTHERN XINJIANG, CHINA 15.6km 2015/02/22 15:42:55JST, 2015/02/22
06:42:55UTC
(G)http://j.mp/1MKrSka (USGS)http://j.mp/1LsSzZ2

地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M5.5】NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 10.0km 2015/02/22
15:10:33 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1AwQwy6 (USGS)http://j.mp/1MKmpcR

地震マップ @eq_map 
· 12時間 12時間前 
【M5.0】VANUATU 116.2km 2015/02/22 12:54:59JST, 2015/02/22 03:54:59UTC
(G)http://j.mp/1z7VEVK (USGS)http://j.mp/1AwE3ud

地震マップ @eq_map 
· 14時間 14時間前 
【M5.0】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km 2015/02/22 11:53:42
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1EDJ7hi (USGS)http://j.mp/1voGYGe

地震マップ @eq_map 
· 14時間 14時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第8報)◆◆【M5.4】三陸沖 深さ10km 2015/02/22 11:53:41発生
最大予測震度3 http://j.mp/1JxLatJ

地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 

http://j.mp/1BAERBy
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【M5.2】COLOMBIA 90.2km 2015/02/22 07:26:44JST, 2015/02/21 22:26:44UTC
(G)http://j.mp/1Fbinog (USGS)http://j.mp/1B1wxt6

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M5.2】SOLOMON ISLANDS 25.0km 2015/02/22 04:50:59JST, 2015/02/21
19:50:59UTC
(G)http://j.mp/1JwWLt7 (USGS)http://j.mp/1B1fXLx

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M5.1】EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 209.5km 2015/02/22
04:42:21 JST
(G)http://j.mp/1D2Dzx2 (USGS)http://j.mp/1B1adBH

地震マップ @eq_map 
· 2月21日 
Updated【M6.0】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km 2015/02/21
19:13:54 JST
(G)http://j.mp/1vnzqDS (USGS)http://j.mp/1D00d9b

https://www.youtube.com/watch?v=XLj829Qlvms&list=RDLlRyrL-yE9o
Def Tech - Golden Age

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日2:03
うん。（＾＾；）

もう、眠る。

とにかく、横になる…。
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（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日8:18
起きましたが、寝不足が溜まってて休みなのでも少し寝ます。

(^_^;)

「津軽海峡〜陸奥湾・函館二重津波」ドンピシャリ予想震源域揺れました。

(・_・;)

沿岸のかた、警戒して下さい。
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（２月23日）　だいじょうぶじゃ、ない事態なんじゃ、ないかな…（－－；）…

http://85358.diarynote.jp/201502231214499666/

「ストロンチウムなどのベータ線核種の高濃度汚染水が、約240
倍の濃度で海に漏れちゃいました。原因も不明。」

2015年2月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
すでにこんにちはのお時間でございます。

１１：５５。ｗ（＾＾；）ｗ

寝てました☆

２連休の１日目。予定はお風呂と買い物。

まずは「昨夜の続き」で一曲目…（笑）

https://www.youtube.com/watch?v=jJ6rX532Zts
槇原敬之 - 明けない夜が来ることはない (2005年 日本武道館) 

札幌は異常なプラス気温続きで一カ月半くらい早く積雪が溶けて無くなってしまいそうな勢い

です。

…除雪屋さんたちが失業している…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=xUMi7KcKD9U
Def Tech - Rays of Light 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 17時間 17時間前 
夕方の最新の報道によりますと、

「ストロンチウムなどのベータ線核種の高濃度汚染水が、約240倍の濃度で海に漏れち
ゃいました。原因も不明。」となってますので、たぶん、過去の事例からすると、240
倍どころではないと、思われます。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569440772539305984/photo/1
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cmk2wlさんがリツイート 
take_tk @take_tk 
· 16時間 16時間前 
あのときに西風だったのは運がよかった。（米空母に直撃したわけだが…）。
いま、関東地方で住んでいけるのは、運がよかっただけだ。

@cmk2wl @bilderberg54 
３月の爆発直後の衛星写真。日本のマスメディアで報道されたか？ 
https://twitter.com/take_tk/status/569456567113789441/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=V2l2pqlQUcQ
だいじょうぶマイ・フレンド　加藤和彦（’83）

…いや…（－－；）…

だいじょうぶじゃ、

ない事態なんじゃ、

ないかな…（－－；）…　
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（２月23日）　【北海道／本州／分断地震】と多重津波災害は連発で来ます。

http://85358.diarynote.jp/201502231230205776/

【警戒！】「津軽海峡〜陸奥湾・函館／二重

津波」予想震源。

2015年2月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
 

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.6】津軽海峡 深さ5.0km 2015/02/23 04:44:08
(G)http://j.mp/1z98Rh3 (アニメ)http://j.mp/1AjD1TK

（前々項コメント欄）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日8:18
起きましたが、寝不足が溜まってて休みなのでも少し寝ます。

(^_^;)

「津軽海峡〜陸奥湾・函館二重津波」ドンピシャリ予想震源域揺れました。

(・_・;)

沿岸のかた、警戒して下さい。

これね。（－－；）

site:http://85358.diarynote.jp/ 二重津波
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E4%BA%8C%E9%87%8D%E6%B4%A5%E6%B3%A2&lr=lang_ja&gws_rd=ssl

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015564151000.html
東通原発 断層動く可能性に異論出ず
2月18日 21時38分

https://www.youtube.com/watch?v=OxzWCDRSiic
南極大陸 - 木村拓哉 
 
 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日14:11
あ〜、その前に田沢湖かも？

http://85358.diarynote.jp/201502231230205776/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502231230205776/
http://j.mp/1z98Rh3
http://j.mp/1AjD1TK
http://85358.diarynote.jp/
https://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F %E4%BA%8C%E9%87%8D%E6%B4%A5%E6%B3%A2&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015564151000.html
https://www.youtube.com/watch?v=OxzWCDRSiic
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150223/85358_201502231230205776_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150223/85358_201502231230205776_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150223/85358_201502231230205776_3.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日14:15
きみはまだソノ曲かっ！(`ヘ´)

しかもステレオヘッドホンで、

鼻唄つきで、

…いや踊らなくてい〜からッ！
〇(`ヘ´#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日18:36
田沢湖は近々に揺れます。

水質ケン濁に注意して下さい。

ダムが決壊すれと、大変なことになります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日18:40
　

【北海道／本州／分断地震】と

多重津波災害は連発で来ます。

たぶん近日中の昼間。

暖かくなったからと、犬の散歩などで海岸線に降りないよう、

子どもと老人は特に

注意してあげて下さい。
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（２月23日）　どこまでが死を前にした妄想で、どこまでが現実なんだろう…

http://85358.diarynote.jp/201502232226369133/

（アンコール追加）（＾＾；）。返歌の返歌。

…　（遠く離れても ）
2015年2月23日 恋愛 コメント (2)
　

さて。無事帰投して人心地ついたところです。

「妄想の続き」を爆心…もとい、驀進しましょうかね…☆

まず愚痴です！（＾＾；）

おばかさんは今日も私の脳内に延々「恩知らず」

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
を強制送信していやがります！（〜〜＃）！

いや、他のお気に入りの数曲？と一緒にリピートしているのは分ってるんですが、

他のはぼんやり聞き流している時でも、この曲になると俄然ノリノリになってしまって、

歌いながら足踏みしながら（－－；）

集中して聴いていやがるので…（－－；）…

私の脳内には突然怨霊…（＾＾；）もとい…
突然「音量ＭＡＸ」で強制送信されてくる状態になるわけで…
　ｗ（〜〜＃）ｗ

しかもやたらと高音質の、ハイクリアな再生機器を使っていやがるし、

途中から何か違う編曲の、ジャズアレンジ？弦楽強調バージョンとかになってたりして…（
＠＠；）…

それ、私、「聴いたことない」し…、
悠宙舞では、見つからない編曲みたいなんですけど…

http://85358.diarynote.jp/201502232226369133/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502232226369133/
https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg


　？（＾へ＾；）？

で、誰なの。一緒に歌ってる「アニタ」さん！（＾＾＃）

アニタ・ベーカーじゃないよね…！

（＾＾＃）

…とか、思っているうちに、何故か…バッハかな？
　弦楽四重奏かなにかになったな〜…と思ってたら、それ「子守唄」で…
寝ちゃったらしい…

時差あるな…（＾□＾：）

乗ってる移動手段が、日本の特急とかじゃなくて、

ＥＴＶみないなカンジがするしなぁ…（＾＾；）

まぁとにかく。（－－＃）

「恩知らず」延々リピート連日攻撃はそろそろ免除していただきたいので…、

今度は、おばかさんの「好みの顔」特集をつくってみます…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=eme9tEOWgCY
Anne of Green Gables - Japanese Opening 

https://www.youtube.com/watch?v=53yj4hU56NA
TOKYO GO - John Robinson /　ジョン　ロビンソン

https://www.youtube.com/watch?v=HoOyoHcKORQ
－ デュオ（関 俊彦） 「WILD WING」

https://www.youtube.com/watch?v=m0XUfoLkG0o
Joan Baez - North Country Blues (HQ) 

https://www.youtube.com/watch?v=EG2qrOzoG-I
さだまさし×佐渡裕　「風に立つライオン」

https://www.youtube.com/watch?v=eme9tEOWgCY
https://www.youtube.com/watch?v=53yj4hU56NA
https://www.youtube.com/watch?v=HoOyoHcKORQ
https://www.youtube.com/watch?v=m0XUfoLkG0o
https://www.youtube.com/watch?v=EG2qrOzoG-I


…で…
やっぱりきみの「萌えツボ」って、「でこ」なの…？？

　ｗ（＾□＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=VMhAgFIgfpg
谷村新司　昴-すばる.

（かの迷曲、さだ＋谷村の「さらば髪の毛」を探してみたけど…無かった！ｗ）

ところで昨日のアレへの、君からの返歌？（＾＾）

大江千里の「これからも僕を不安にさせないで♪」は…

しっかり受信いたしましたが…（－－；）

サビだけ聴こえて、曲のタイトルが思い出せないので、貼れませ〜ん☆

代理。

https://www.youtube.com/watch?
v=XnfPwOPMUOo&list=PLBTr0gbZDhCfp1BzpIMZZkoHR0no1xreM&index=116
大江千里　遠く離れても　歌詞付 

まじめに、追悼のためのアンコールを一曲。

https://www.youtube.com/watch?v=U_BbbK4kdFk
Here`s To You (勝利への賛歌) ／ JOAN BAEZ

https://www.youtube.com/watch?v=YKEvc_TrNgk
「風に立つライオン」プロモーション映像 

おやすみ。

https://www.youtube.com/watch?v=VMhAgFIgfpg
https://www.youtube.com/watch?v=XnfPwOPMUOo&list=PLBTr0gbZDhCfp1BzpIMZZkoHR0no1xreM&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=U_BbbK4kdFk
https://www.youtube.com/watch?v=YKEvc_TrNgk


We shall overcome !!
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月23日23:14
違う！（＾＾；）！

思い出した。きみ、勝手に替え歌して歌ってたでしょう…ｗｗｗ

あれ、原曲は、「これからも僕を【油断】させないで」だ…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日0:46
どこまでが死を前にした妄想で、どこまでが現実なんだろう…

とりあえず、フクイチこけてるのに原発再稼働とか憲法破壊とか、逝ってるひとたちがニホン酷

性腐だってのは、なにかの悪夢…

だよね？？

http://85358.diarynote.jp/
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（２月23日）　「こ〜れっかっらっもッ僕をッ【不安に】っさっせな〜いで〜♪」

http://85358.diarynote.jp/201502240015131850/

さっきの宿題の解凍。（＾＾；）

2015年2月23日 恋愛
　

あれ？　さっきのメッセージソング、えうれか。…ったけど…

脳内メッセージ

「こ〜れっかっらっもッ僕をッ【不安に】っさっせな〜いで〜♪」が

「替え歌詞」だったため、検索に引っかからず…（－－＃）

「油断させないで」で歌詞検索したら、あっさり引っかかりましたが…。

https://www.youtube.com/watch?v=aFOLe5TmWmY
槇原敬之「冬が始まるよ」歌詞付き

私、これ、「大江千里のノリのいい独特のリズムと声で」

２０代のころに聴いた記憶が、確かにある。んだけど…？？

？　ｗ（＾＾；）ｗ　？

（あれ別世界？別次元？？？？）

そして、２０代に聴いた記憶がかすかに残っていた以外、

「最近ぜんぜん聴いていなかった（記憶の表層にはない）曲」だったのに…

みごとに、

「替え歌詞」の（＾o＾；）ゴシック字幕つきで、「送信成功」してたね、きみ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=8E8a-hQcc2Y&index=2&list=RD5dBKQlBONXs
槇原敬之　Rain　原曲：大江千里 

http://85358.diarynote.jp/201502240015131850/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=aFOLe5TmWmY
https://www.youtube.com/watch?v=8E8a-hQcc2Y&index=2&list=RD5dBKQlBONXs


あぁ、うん。（＾＾）「冬」も、いま悠宙舞に無いだけで、「原曲は大江千里」なんだな…、た
ぶん。

じゃ、「２０年前の古い唄」貼り返して、今夜はもうおやすみ…。

https://www.youtube.com/watch?v=JAayXoaNY3Q
タイム アフター タイム ／シンディ・ローパー 日本語翻訳　歌詞入り.wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=JAayXoaNY3Q


（２月24日）　不安神経症が再発ぎみです。せいぜい自覚的に「脳内麻薬」を分泌し
まくって、ココロの苦痛を軽減したほうが絶対マシだしまっとうな判断だ。

http://85358.diarynote.jp/201502240040279756/

やはり「近いうちの死」を…覚悟したほうが、よさそうですね。

2015年2月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=LiBwr4U59EI&list=PL6n_XTD5fjYEKpSe86MLfYpou5WddQkqF&index=4
Enya - Book Of Days (video) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 

「一貫の終わり」というのは、北半球が壊滅するということ

このことを「まじか？なんで？」という平和ボケがいるけど「もしフクイチに大きな

地震が起こり、汚染水タンクがドミノ倒し状態になれば、放射線が高く、人間が近づ

けない。そうなれば１〜３号機の核燃料は冷やせなくなる」ということ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
もう、これで最後にしますね。

23日20時以降も上昇中です。福島県のモニタリングで、線量が高い場所だと（1マイク
ロシーベルト）も線量が上がってますので、注意してくださいね。１マイクロシーベ

ルトを甘くみないように、非常に危険です 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569851304736002048/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
ほんと気をつけた方が良いですよ。

たぶん、なんらかのトラブルが起こっていて、福島原発からプルーム状のものが、大

気中に徐々に拡散してると思う。福島県内で１マイクロシーベルトも上昇してるし。

http://85358.diarynote.jp/201502240040279756/
http://85358.diarynote.jp/201502240040279756/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502240040279756/
https://www.youtube.com/watch?v=LiBwr4U59EI&list=PL6n_XTD5fjYEKpSe86MLfYpou5WddQkqF&index=4
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569851304736002048/photo/1


吸い込んだら危ないですよ。かなり。フレッシュな放射性物質だから。念のため注意

した方が良いです

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
未だに上昇中。

場所によっては（約 1μSv/h）も、上昇中。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569782898502471680/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
福島の放射線量が上昇中

こういう上昇の仕方も珍しい

ほぼ同じ時刻の、深夜2時前後ぐらいから、数カ所のモニタリングの線量が上昇中。昨
日「汚染水漏れ」の報道があったが『空間線量が上がるような事も起きてるのではな

いのか？』というデータ

https://www.youtube.com/watch?
v=54XztbNJ87g&list=PL6n_XTD5fjYEKpSe86MLfYpou5WddQkqF&index=7
Enya - Fairytale 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日7:02
【３月８日】？

「しばらく休んだ後でバイトに行ったら、電話一本の連絡ももらっていないのにバイト先

（現在のリアル通勤先ではなく見たこともない店舗だが、職種としては働いたことがある「沖縄

物産ショップ」）

が、「３月８日（その日）をもって閉店しました」と、貼り紙だけあってネットが張ったままで

、人気もない。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/569782898502471680/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=54XztbNJ87g&list=PL6n_XTD5fjYEKpSe86MLfYpou5WddQkqF&index=7
http://85358.diarynote.jp/
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（；‾Д‾）

（しかし店内の商品陳列等はそのままで、片付けてもいない）

…という夢を観ました…

(・ω・;)(;・ω・)

細部までやたらリアルで、しかし私が気にしていたのは「聞いてない！労基法違反！どうしてく

れようか！」ってことだけだった…

(-.-;)

…どういう夢？

過去世再現？じゃないよね？

今のバイト先が【３月８日】に潰れる？

沖縄（または辺野古）が、

【３月８日】に、終わる…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日7:08
キタハマミキヤ氏は被爆により人格がコワレタらしい。情報チェックリストから抹消。

…あ、しまった、消しちゃまずいのまで消しちゃった私もかなりベクレてます。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日7:11
雪の予報でしたが雨に変わりました。

http://85358.diarynote.jp/
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不安神経症が再発ぎみです。

も少し寝ます。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日7:59
「涙 マンガン」

不安が強すぎて眠れない。

不安を感じること自体は正常な状況判断だが、

現在私の精神状態はかなり病んでいる。(-.-;)

心理分析官にスライスされたら「妄想」構築のメカニズムとやらを簡単明解に切り刻まれてしま

うことはよく判ってる。

てか、そのために私は心理分析学を中学生の時にかじったわけなので、

常に自分自身の精神は同時進行で「ウィルスチェック」している。

病んではいるが、ストレスから考えると十分「正常」と考えられる程度の症状である。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日8:08
不安から鬱を再発させて身動きとれなくなるくらいなら、

せいぜい自覚的に「脳内麻薬」を分泌しまくって、

ココロの苦痛を軽減したほうが絶対マシだしまっとうな判断だと思うが。

(^_^;)

…にも関わらず…(^_^;)。

私は自身は、

「自分の創作」（深層心理）と

http://85358.diarynote.jp/
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「自分の妄想」（表層心理）と

「自分の記憶」（非現実？）の、

…区別が明確についてしまうので…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日8:12
どう疑っても、

否定してみても…(^_^;)

きみたちの存在や私の「記憶」や霊力？や「勘」とか「偶然」が…

「実在する」と仮定しない限り、

逆に、「説明がつかない」ことのほうが、現実として多過ぎると思うよ…
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日10:01
岩手沖の連発を中心に、

秋田と根室が揺れてる。

いつ何が起こるか分からない。

なにをする気力もおこらないのと、腎臓まわりが被曝超過ぎみでダルいので、

「今日はベッドで漫画を読む日」に決定。(^_^;)

てか、最近いきなり大量に音楽聴きすぎて大脳聴覚野が疲れた…ｗ
(^。^;)
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（２月24日）　ＢＧＭはルッキングアットユウをリピートで。(^-^)g

http://85358.diarynote.jp/201502241021192270/

（前項コメント欄参照）

2015年2月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (11)
　

ちょうど今、大量の漫画とＣＤ

（先日ネトオフで１０８円山を衝動買いしたやつ）も届きました。

(^。^;)

読んで寝てます。

悲報は寝て待て。（違っ）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日10:27
あ、さっきの（昨夜かな？）

「ルッキングアットユウ」は

好きな曲です。(*^_^*)

１日２回くらい

「定時連絡」（安否確認）用に送信してくれると嬉しい。

(^-^)g

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日11:42
「明日に架ける橋」聴こえた。

http://85358.diarynote.jp/201502241021192270/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502241021192270/
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きみたち今回の職業まさかプロの音楽関係？(@_@;)
弦楽のスタジオミュージシャンとかやってる…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日11:59
クスクス笑いながら「恩知らず」をトランペット編曲している人は誰かな〜？…(^。^;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日12:40
バイオリン音質のキーボードで「橋」弾いてる人！(ToT)
泣かないで〜…(^人^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日13:14
三陸沖Ｍ６級。

ルソン？で深度６００kmとか、それ地球が割れてるから。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日13:34
ずっと痛かった脊椎の真ん中へんがさっきバキバキと音立てて一気にほぐれて、今その管轄下だ

った部位の放置されてた不具合に一気にチェックて治癒系の血液細胞が雪崩れこんでるので脳貧

血ぎみです。

(^_^;)
寝るので送信はララバイ系選曲でお願いします。(・o・)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日14:34
いやごめん心配しないで。

(^_^;)
ちょっとダルいだけです。

いつものただの貧血です。

寝てれば治るから！(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月24日15:05
チリとアルゼンチンと

コロンビアが連発。

うかつに南米亡命もできない。

(・_・;)
昨日スペインもＭ５だったし。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日19:07
キューバで震度４出たか？

ヽ（・＿・；）ノ

老朽建築がどうなったやら…
(∋_∈)

「逃げる先」が無いよ本当…
(・ω・;)(;・ω・)(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日19:09
あ、１２時間遅れ？で再起床。

(^_^;)
ダルいけど、さすがに掃除炊事洗濯入浴します…
ＢＧＭはルッキングアットユウをリピートで。(^-^)g

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日20:35
もちろん「むかし誰かが…」のクダリで毎回、「犯人はおまえじゃボケぇ…！」(`ヘ´)ｍ
と、突っ込みが入りますｗ
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（２月24日）　「正気に返れ」とか、言わないでいただけませんか？

http://85358.diarynote.jp/201502242146401249/

『地球の緑の丘』。

（道原かつみ初期作品バージョン）。

2015年2月24日 演劇 コメント (2)
　

お願いですから部長。

この私に向かって、「正気に返れ」とか、言わないでいただけませんか？

（－－＃）

こんな「リアル地獄」な辺境惑星に島流しになっていて、

これ以外、何の娯しみがあると…？？
（＝＝＃）

私からコレを奪ったら、あと何も遺りません！

（〜〜＃）

と、いうことで、ここでの「日常」家事に戻りますよ…！

（ついでに一曲貼る。当然ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=nKsugX9ECIw
YAMATO 宇宙戦艦ヤマト2199 BGM 地球の緑の丘 旅立ち〜帰還、そして明 

（参照魚ｗ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E7%B7%91%E3%81%AE%E4%B8%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%8E%9F%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%BF#.E4.BD.9C.E5.93.81.E3.83.AA.E3.82.B9.E3.83.88
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日21:49
おや。（＾＾＃）

画像が出てないけど、画面の右肩をクリックしてみて下さいな…★
http://diarynote.jp/items/books-jp/4150106738/
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日12:04
amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 6時間6時間前 
@tokaiamada ノーベル文学賞アレクシェービッチ氏「広島・長崎・チェルノブイリのあとで、核

http://85358.diarynote.jp/201502242146401249/
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E7%B7%91%E3%81%AE%E4%B8%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%8E%9F%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%BF#.E4.BD.9C.E5.93.81.E3.83.AA.E3.82.B9.E3.83.88
http://85358.diarynote.jp/
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のない発展の道を選ぶべきだった」「私は過去について書いたが、その過去は、将来の姿をあら

わしたのだ」http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151009/k10010264021000.html …



（２月24日）　…料理の続きして、お風呂入って、明日のバイトに備えます…

http://85358.diarynote.jp/201502242159447940/

♪ Home Sweet Home ♪
2015年2月24日 恋愛 コメント (1)
 
 
ついでだから貼っておこう。

（＾＾；）

さっきちょっと聴こえたけど、

https://www.youtube.com/watch?v=JE-nmF__pXY
ジョーンバエズ／花はどこへ行った

掃除中で嫌がらせの（もちろんｗ）

「延々同じ曲をしつこく再生」中

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
LOOKING AT YOU （＜前項参照）

だったので、ワンフレーズしか受け取れなかったよ。

（＾＾；）

「今日はテーマが思いつかないのでお休みなさいの好きな曲特集にしよう」

とか思ってたの、シンクロしたかな？

「花」で返歌ならぬ、返花？☆

https://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
THE BEATLES - Strawberry Fields Forever

https://www.youtube.com/watch?v=Pa8qLiwPgCQ
桜30. Home Sweet Home　埴生の宿　Play By Nini Rosso 日英対訳付 

…料理の続きして、お風呂入って、明日のバイトに備えます…

おやすみ。

http://85358.diarynote.jp/201502242159447940/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201502242159447940/
https://www.youtube.com/watch?v=JE-nmF__pXY
https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
https://www.youtube.com/watch?v=nehRB1FTeTo
https://www.youtube.com/watch?v=Pa8qLiwPgCQ


 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日22:02
バエズだけど英語版だったかな？

（＾＾；）（いっぱいあったから、てきとーに貼った。）
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（２月24日）　福島原発の現状／ 【M5.0】 GULF OF ADEN 10.0km 。

http://85358.diarynote.jp/201502242223067890/

エデンの東。月の西。

2015年2月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

蛇足だけど貼っておこう。

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=Nc8jHAlLBhA
映画予告編『ビルマの竪琴』＋唱歌 

…そういえば私、いようにオウム類に好かれるなぁ…☆
（＾＾；）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 48分 48分前 
高知県（佐川町の線量計）

高い数値ではないけど、また21時頃にスパイクが出てますね。なんだろ？　昨日の夜
から何度か出てる。同じ四国の香川県でも、異常なスパイクが出てますからね→

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570116403094638592 …）

http://85358.diarynote.jp/201502242223067890/
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570197837847379968/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
13時ごろ、香川県にも、変なの出てる。
たいした上昇じゃないけど、明らかに異常値。　これって、もしかすると、今日、防

災科学研究所の香川県の「地震波形：地中のカウント数」も異常が出てるから「ピエ

ゾ効果」によるスパイクかもしれない

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570116403094638592/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
NIED：地震波形データだと、
今日は「香川県（大内）」の地中カウント数が異常に高い。　山口県〜広島県付

近は、2月20日ごろから
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568647962122788864 …）高め。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570102145438998529/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
高知県（佐川町のモニタリングポスト）

（23日19時30分ごろと21時ごろ）（24日12時ごろ）スパイク（線量の異常値）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570069937202421760/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
福島原発の現状。

1〜4号機：内部の図解（画像：2月21日・東京新聞）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 13時間 13時間前 
スペインで、M5.0の直下型地震。
あまり地震のないエリア。幸い大きな被害は出てないようです。

（http://news.yahoo.com/earthquake-central-spain-shakes-buildings-madrid-

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570197837847379968/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570116403094638592/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/568647962122788864
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570102145438998529/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570069937202421760/photo/1
http://news.yahoo.com/earthquake-central-spain-shakes-buildings-madrid-172615131.html


172615131.html …）
スペインは、2011年5月11日に「スペイン南部地震」が起きてますよね。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570011991265259520/photo/1

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M5.0】GULF OF ADEN 10.0km 2015/02/24 19:23:01JST, 2015/02/24 10:23:01UTC
(G)http://j.mp/17twUAI (USGS)http://j.mp/1FSwX80

https://www.youtube.com/watch?v=y4gG98wIxhE
East of Eden (TV Miniseries) OST - 07. Finale - Lee Holdridge

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/570011991265259520/photo/1
http://j.mp/17twUAI
http://j.mp/1FSwX80
https://www.youtube.com/watch?v=y4gG98wIxhE


（２月25日）　熊谷が書き文字付きでバンッ！と鳴るのが視えました。

http://85358.diarynote.jp/201502242230468199/

「もし明日世界が終るとしたら…」（竜翅追
加☆）

2015年2月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
　

やっぱり、「最期」になるとしたら、

この曲を貼り返してから眠ろう。

https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOI
サイモン＆ガーファンクル『明日に架ける橋』

さっき哭いてた人。ピアノの鍵盤のあいだに涙、入らなかった？

（＾＾；）

電子機器でしょう。哭くなら、恋人つかまえて、胸でハナかんでやりなさい。

（＾＾；）

（いや泣かした原因は、…私…？）

蛇に足。竜には翼…。
http://www.fesh.jp/detail_2788.html
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月24日23:22
さっき「サウンドおぶサイレンス」唄ってたけど聴こえた？

http://85358.diarynote.jp/201502242230468199/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502242230468199/
https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOI
http://www.fesh.jp/detail_2788.html
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日0:42
また揺れたね、エデン。

(・_・;)

それこそ軍事「地殻攻撃」じゃないのか？

(-"-;)

…寝ます。(^_^;)

今から本当に

「ちゃんとハッピーエンドになる」自覚的妄想を脳内展開して効率よく安眠を確保したい所存で

すので、

(-"-;)

毎回私を哭かすか怒らすかしてばっかりいる「実在のきみ」は

私の邪魔をしないように…
(-"-;)

おやすみ。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日4:46
暴走妄想系とは全く無関係に、ものすごくうんざりするくせに変に細部まで細かい珍妙な夢を観

ましたが(-_-#)

ざっくり心理分析しちゃうと、千葉の実姉と神奈川の実母は自ら死地に飛び込んで死に、傍観し

ていた実弟だけは、運が良ければ助かるかも…という、まぁ今さらな内容でした。
┐(-"-;)┌

バイト早番。

も少し寝ます。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
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2015年2月25日5:26
熊谷が書き文字付きでバンッ！と鳴るのが視えました。

(・_・;)

来ます。

北関東大震災。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日8:20
６時半頃に茨城南部。

 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日19:09
＞さっき哭いてた人。

…「白エル」さんな〜…☆（＾？＾；）★
 

http://85358.diarynote.jp/
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（２月25日）　別の（アンハッピーエンドだった）前世記憶を思い出しちゃったぞ
…（－－＃）

http://85358.diarynote.jp/201502250946058262/

Long Way Home 。。。
2015年2月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
あらためまして、おはようございます。

再起床０９：０４。

体調不良。（－－；）

重力波の異常と被曝性の成分貧血？が同時発症しているのか、超絶、目が回って、ふらふらぐら

ぐらです…（－－；）…★

バイト休みたい。（－－；）

とりあえず徒歩通勤は絶対無理そうなので、バスに決定…。

昨日の続きなカンジで曲はここからかな…

https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4
The Sound of Silence (Original Version from 1964) 

おや（＾＾；）これも「私と同じ歳」の音楽だった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA
Led Zeppelin - Stairway To Heaven

ぅわ★この絵みたら、別の（アンハッピーエンドだった）前世記憶を思い出しちゃったぞ…（－
－＃）

だから私は別にケンカしたくてしてるわけじゃないんだーーーーーっ！

（－－；）

うーん、ぴったりの曲を発見…☆

http://85358.diarynote.jp/201502250946058262/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502250946058262/
https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4
https://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA


　ｗ（ーー；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?
v=inu2N03AqTI&list=PLEsHiRjMZWyC09Riaa8N3aC3QuhdRefep
鬼束ちひろ - 眩暈

…思いついたタイトルで検索してみたら、一発でそのまんまの曲が出たよ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=0bj4i-sW44s
Gareth Emery - Long Way Home [Official Video] 

参照魚〜☆

http://76519.diarynote.jp/200605200011070000/

さて…

現代日本の「死刑囚」って、きっと、こんな気分だよねぇ…？

とか、ぐれながら、バイトに逝ってきますよ…。

地震マップ @eq_map 
· 47 分 47 分前 
【M5.1】DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 10.0km 2015/02/25 08:43:18
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1wm9PvN (USGS)http://j.mp/1afVk2o

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日9:47
あ、６分目の画像の滝に生きたい…！

https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI&list=PLEsHiRjMZWyC09Riaa8N3aC3QuhdRefep
https://www.youtube.com/watch?v=0bj4i-sW44s
http://76519.diarynote.jp/200605200011070000/
http://j.mp/1wm9PvN
http://j.mp/1afVk2o
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日8:41
〜０４９９９７２、

＞０５０００４７．

惜しい…９９９９９を観たかった…（＾＾；）
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（２月25日）　想定外にバイトがヒマ過ぎたので、脳内で地味に真面目に般若心経を
唱えてたら、あやうく頭頂のチャクラを再開させてしまいそうになった…

http://85358.diarynote.jp/201502251115409174/

フクイチ再臨界。

「その場で血を吐いて倒れたっておかしく

ない」。

2015年2月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

cm2kwlさん情報。

知ってたけどニュースには一切出ない。

札幌にいてさえ被曝カナリア体質の私は膵臓と腎臓が痛くて呼吸困難と哀しみでふらふらだ。

何万の命がこれで死ぬ？

あまりにも、ばかすぎるけど…

カムイモシリの神々は、

たとえ人間の行為がどれほど、愚かしく見えても…

「けして嘲ってはならぬ」と、

未熟な私を諭す。

(・_・;)
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日11:32
まかはんにゃ

はらみた

しんぎょう。

唱えること百万回の行なり。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日16:02
いかん。(^_^;)
想定外にバイトがヒマ過ぎたので、脳内で地味に真面目に般若心経を唱えてたら、

あやうく頭頂のチャクラを再開させてしまいそうになった…
┐(’〜`；)┌

これ以上「人間離れ」したら、即身成仏してしまうわ〜…
ヽ（・＿・；）ノ

…あぶないあぶない。(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日16:05
関東〜関西、

寝込む気絶する突然死する…
人が続出している模様。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月25日16:26
伊豆に来ましたｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年2月25日21:48
私のコワレっぷりを腹のなかで嘲笑ってる人たちと同じ職場にいるので気分は悪いよ。(^_^;)

でも彼らが死に行くさまを横目で観察しているだけの私のほうが、おそらく罪は深いね。

(-.-;)



（２月25日）　今夜クジラがたくさん死にます。

http://85358.diarynote.jp/201502252338317609/

もうこの悲劇の巨きさに、

太刀打ちのできる曲がない。

2015年2月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

 
今夜クジラがたくさん死にます。

おみおくり式にいってきます。

きみらもいこう。

もうそのレベルにきてると思う。

 
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日6:53
「数時間で死ぬから」

…ほんと、一見何もないふりの街並みに発狂しそうになる。

でも単に生物相が急激に変遷してるだけで、やはりいわゆる滅亡（生命死滅）ではないのかも？

酸素だって古生命には猛毒だった…
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（２月26日）　突発的に始まりましたこのコーナー、これにて終了…（たぶん）。

http://85358.diarynote.jp/201502260855215743/

前世数十回分？の痴話げんかについての

関係者一同様へのお詫び。（－－；）

2015年2月26日 恋愛 コメント (1)
 
　

…え〜（－－；）…。

大変お騒がせしました。

ご心配ご心労ご迷惑につきましては、深く反省しつつお詫び申し上げます。

結局、お互い（双方）が、「自分を後回しにして相手の心配ばかりする」から…

という、非常にばかばかしくも砂吐くしかない事態の（＾＾；）

「ケンカの原因」が、判明しましたわけで…
　＜（－－；）＞

しかも！

私はまさか「向こうに私の気持ちが全然まったく伝わっていなかった！」とは思っていなかっ

たし、

||||（＠＠；）||||

向こうは向こうで、私には過去に別の相手がいた！とか、勝手に思い込んでいるし…

（いや、「前世記憶に恋したまんま」ってのは「過去のオトコ」ではありますでしょうが…

それ、「現世で目の前にいるのと同一人物」って、

笑うしかない事態が…（－－；）…。
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まぁとにかく。（－－；）

一昨日の夜ですね。

あくまでも「非現実的脳内通信で」ではありますが、

「今後はもうケンカしない！」で済ませる方法に合意。というか、「全面和解」をみまして…
（＾＾；）

げんざいあっちの頭のなかはお花が咲いています…
たぶん。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
TM NETWORK / JUST ONE VICTORY 

顔面総くずれでイイ男がダイナシ状態だろうと思うので、ご近在のかたは大変迷惑していると思

いますが…

てなことで。（＾＾；）

これ以上ここに「続き」を書くのは、ノロケ大全開の世間の迷惑以外の何ものでもないので…

突発的に始まりましたこのコーナー、これにて終了…（たぶん）。

（＾＾；）

「生まれ変わってもまた必ず逢えるんだ」って…

わかってれば、逆に無茶はしないし…（＾＾；）

うっかり死に別れても、前ほど嘆き悲しみはしないで済むよね…。

（＾＾；）

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

https://www.youtube.com/watch?v=xYMjZLPNqXc
https://www.youtube.com/watch?v=FVYCF4TZGWM


（これ貼って終わる！）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日8:57
もしかしていずれどこかの国で、中島みゆきの「恩知らず」の「ちんどん風ジャズアレンジ」な

んて珍妙な唄が鳴り響いていたら…

それ、「うちの関係者」の仕業かもしれません…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆
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（２月26日）　「このまま行ったら、ほんとに人類滅亡になるぞ」

http://85358.diarynote.jp/201502260911232233/

人類滅亡／数時間で死ぬから。

2015年2月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
さてまぁ…

こっちの問題は、これを貼るしかないですね…
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=WcBnJw-H2wQ
The Beatles - Let It Be Lyrics 

たくさんのクジラさんたちが、粛々と、悠々と、堂々と…

宇宙をわたって、べつの惑星への生まれ変わりの旅に出ました。

惑星だって恒星だって、宇宙そのものだって、いずれは死んで、また生まれる。

小さい小さい。

そして、だからこそ、愛おしい…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9 時間 9 時間前 
平気だよ、とか思ってる人がいるんだよね

なら、福島原発の１〜３号機の建屋に行ってみたら？　数時間で死ぬから。そういう

状態なんだよ。どうすんだよ。おい。しかもMOX燃料もあるだろ。どうすんだ。おい
。なのに何でこんな平和ボケなんだろうね。放射能には人間は勝てないんだよ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 

http://85358.diarynote.jp/201502260911232233/
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ほんと、よく考えないとね。

甲状腺ガンが、どうだとか言って場合じゃない。もっと深刻です

福島原発の今は「この危機的な状態をどうすんのよ？　このまま行ったら、ほんとに

人類滅亡になるぞ」という事です。更に問題なのが「アンダーコントロール」とか、

政府が、今も言ってるって、こと。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
未だに汚染水から「セシウム134」が、6400ベクレル検出。
未だに「セシウム134」ですからね。半減期の短いはずの。そうなると、よく考えなく
ても「今、福島原発で、何が起こってるのか？」は、グーグル先生に聞くと、約5秒で
、わかりますよね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
ほんと最近、自分もそうだけど

麻痺してますよね。日本は被曝に関して。基本的な事として「内部も外部被曝も、被

曝は累積する」という事を。すべて「累積値」だということ。骨や歯に入ったら死ぬ

まで排出できないストロンチウムが、あれだけ高濃度で漏れてても「そうなの？」み

たいのは、ほんと危ない

cmk2wl @cmk2wl 
· 18時間 18時間前 
再臨界を指摘することが、最大のタブーになってるのか…。
そりゃそうだろね。露天での臨界なんだから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 2月24日 
【警報】ふくいちライブカメラ　2015.02.24　21時から 0時
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fBpXGITaw …
25日は、原発からの放射性物質を含んだ風が、関東、東海、中部、関西、東日本に行
きます。

昨日の夕方、私の体調がいきなり非常に悪かったのは、線量のせいだろうね。

現在は低め堅調。鋭意「造血」中にて、やたらとおなかがすきます。

https://www.youtube.com/watch?v=Q0fBpXGITaw


体調は万全じゃないけど、

お天気いいし、（＾＾）

筋肉おとすほうが問題なので、今朝は徒歩通勤します…

タイマー鳴りました。

ではまたね、みんな！（＾＾）／

cmk2wl @cmk2wl 
· 24時間 24時間前 
過去は追ってはならない、

未来は待ってはならない。

ただ現在の一瞬だけを、

強く生きねばならない。

ブッダ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日11:15
大型生物が死滅する一方、微生物で耐曝性の高いのと、酸素濃度低い方が元気なのが、すごい増

殖してます。

(^。^;)

…結局「科学者やってた私」は、今回、ソレが目当てか…
┐(’〜`；)┌

ベネズエラで震度４。
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…鉱山、大丈夫かな…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日15:49
三重県で０.１μ超え。

四国は発震カウントダウン。

さっき、小さめ？のステージにドラムセットだけあって普通の照明だけ点いてる空間が小一時間

くらい、ずっと視界に入ってたけど、どこで何してんだきみは？

(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月26日22:16
無事帰投。

大禍は無かったです。

ご飯食べてお風呂入ってきます。

札幌は２月末なのに雨！(-"-;)
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（２月27日）　…やはりもう死ぬのかな…

http://85358.diarynote.jp/201502270152357036/

正常気よ永遠なれ…（意味不明ｗ）
2015年2月27日 音楽 コメント (2)
 
あらためまして、こんばんわ。

てか、おはよう？（＾＾；）

０：０１です。（＾＾；）

これの続きになりますが…
http://85358.diarynote.jp/201502260855215743/

「なんか送信して」というリクエストと、

「でも男声ボーカルは聴き飽きた」というクレームがｗ

来てますので、それじゃあ、

「女性ボーカルで好きな声の好きな曲」というだけの基準で、おすすめを３曲。

https://www.youtube.com/watch?v=DvLYWk0W0Ww
ロックバルーンは 99　　ネーナ

https://www.youtube.com/watch?v=gem7MFtWVJ4
Cyndi Lauper- Iko Iko Lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=-_XbuyU6png&spfreload=10
【歌詞】　Cyndi Lauper - True Colors 

ところで今夕…じゃなくてすでに昨夕、
バイト中にぼーっとしていた私の目の前でいきなり、

「恩知らず」を

https://www.youtube.com/watch?v=3I1hs6BSnAg
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踊りながら演奏するマーチングバンド♪

！（＠＠；）！

というものが大アップで出現して、

踊りながら行進しながら、通り過ぎていったのでございますが…
…（＠＠；）…

きみらはいったい、どこで何をやらかしてるんだ…

「躍るドナルドダック」も視えたけど…？

…ｗ（〜〜；）ｗ…

まさか「被曝地獄」のチバになんか、いないよね？

そこフロリダ？それともユーロデズニー…？？？？？

？（－－；）？

（「恩知らず」ブラスバンド編曲は、まだ実在しない？ようなので、代理…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=rPjcN636qi0
習志野　2014マーチングコンテトFull ver 

（ちなみに私が幻視聴しちゃったのは、トランペットだけで十数人？いるような、大編成ハイク

オリティバンドで、制服は白地に黄オレンジだったかな…☆）

（編曲はちょっと「泥臭い」ところが逆に日本音楽らしくて面白かったｗ）

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=vFu3mWaJEIM
グレン・ミラー物語　（行進曲のシーン）

https://www.youtube.com/watch?v=mCI3A0EUkV8
Glenn Miller Medley－1　（グレン・ミラー・メドレー　１）
 

https://www.youtube.com/watch?v=rPjcN636qi0
https://www.youtube.com/watch?v=vFu3mWaJEIM
https://www.youtube.com/watch?v=mCI3A0EUkV8


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日2:07
…あ、田沢湖、揺れた…ｗ（ーー；）ｗ

福井が０．１μ超えですねぇ…

おやすみ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日2:22
「ヨーロッパで大量のヨウ素131が検出されている」
「北海道 風下」

…やはりもう死ぬのかな…
(・_・;)
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（２月27日）　「正気を保つ義務」を感じませんね。

http://85358.diarynote.jp/201502270854251745/

ESCALATION！ｗ
2015年2月27日 音楽 コメント (8)
 
 
おはようございます。０８：４６。

バイトは中番。

札幌は雨。

（〜〜；）

まだ２月なのに…

さて、世界は相変わらずこんな様相なので＞

「正気を保つ義務」を感じませんね。

（－－＃）

ってことで、「きみらの今生」職業仮説を立ててみました…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=nQbq1Ul9FBc
Amadeus (Electric Quartet) - UP! We celebrate You
https://www.youtube.com/watch?v=S3Gvxgudm4U
Britains Got Talent Final 2008 - Escala

こんな感じで、クラシック音楽の基礎教育をちゃんと受けて育って、

かつ、そこからかなり踏み出した音楽活動も色々している、

スタッフ込みで総勢３〜１０人ぐらいの旅バンド？

うちひとりは「アレンジャー」（編曲屋さん？）の仕事もしていて、

きみはたぶんチェリストで、趣味？でドラムも叩く。

めんつのうちの少なくとも一人は日本出身または日本とＥＵのダブルブラッド。

さぁどうだｗ

http://85358.diarynote.jp/201502270854251745/
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少なくとも、「航時航宙船の中から地球を見下ろしている未来人」仮説よりは、よっぽど「現

実的」だと思うぞ…ｗｗｗｗｗ

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日9:42
二重ミスっ(・ω・;)(;・ω・)

さっき起き抜けに、何故か、

「今朝は２６日の金曜日と思っていたけど実は２７日の土曜日だった」という勘違いをやらか

して、

「燃やすゴミ」を出し損ねた挙げ句、

バス停に着いてしまってから、

「正しくは２７日の金曜日」だったと認識しなおしました…
┐(’〜`；)┌

まぁ、バス待ち時間が３分延びただけですけどね。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日9:48
きっと脳内できみらとシンクロしてたせいで時差ボケしたんだｗ

探しに行くとしたら手掛かりはユーロディズニーのマーチングバンドで「日本デー」イベントの

編曲と振り付けをしたのは誰か？って問い合わせからだね…
(‾ー+‾)

じゃ、まず宝くじを当てて。

…渡航費を、確保しないと…
…(^_^;)…＜そこから！
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日10:38
クリスの「糸」は脳内送信？

顎の筋肉の動きに注目してるのは何で？(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日14:56
時間がないので箇条書きのみ。

１、「橋」をバイオリンでソロ演奏してくれた人。(^_^;)
聴こえてたけど、

「私とコンタクトをとりたい」という「ただそれだけ」が目的化していて、

「伝わってくる内容」が

何もない。…(^_^;)…

私が何度生まれ変わっても一人しか選べないのは、たぶんそこがポイント？(^_^;)

そろそろ気づこうよ…(^_^;)

２、実際この耳（じゃなくて大脳聴覚野でダイレクト受信だけど）聴いてみるまでは予想外だっ

たけど、演奏を聴いてみると確かに、「On/siraz」は、世界基準でスタンダードナンバーになれる
だけの、なんと言うか、音楽的骨格？を持ってるね…
さすが！(^-^)g

３、「ルッキングアットユウ」のピッコロ編曲はびっくり。

すごい綺麗。o(^-^)o
弦楽６〜８重奏なん？

o(^-^)o

パーカッションは、太鼓系でなく、ウッドブロック？だかウッドストック？だか、キツツキが叩

いてるみたいな音が合うと思う。（カホンでも面白い？）
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ではまたね。(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日15:06
「最初の教会は森」がテーマで、

今は亡きレバノン杉の大森林の面影に捧げるイメージで。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日20:20
バイト終了。(-_-#)
ぷち厄日で、ちょ〜機嫌が悪いですなう。(`ヘ´)

徒歩帰宅予定。

楽しい話はまた後で〜☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日20:22
津軽海峡Ｍ３。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月27日22:12
先ほど無事帰投。

メシフロネル。(^_^;)
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（２月27日）　♪ 希望に縋り付いているけど私は大丈夫 ♪ （＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201502280027309239/

♪ 希望に縋り付いているけど私は大丈夫 ♪ （＾＾；）

2015年2月27日 音楽 コメント (2)
 
    さて寝ますよ。（＾＾）

２方向からリクエストがかかっているので、４曲だけ貼るね。

１．「何かアレンジに使えそうな原曲」。

…（＾□＾；）…
ごめん、あんまり思いつかなかった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=FTI3eO735MQ
『スーパージェッター』主題歌フルバージョン　1965〜1966

https://www.youtube.com/watch?v=kca95i2hUAU
Umi No Triton-Opening Theme

２．「なんでもいいから女性ボーカル」（ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=lylGNeto9L4
GOT TO BE REAL / Cheryl Lynn

https://www.youtube.com/watch?v=U5VALTOz88M
NEED TO BE IN LOVE 訳詞付 カーペンターズ
   
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日0:43
おやすみ。（＾＾）／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日4:41
マリアナ海溝！

 
 
 

地震マップ @eq_map 
· 6分 6分前 
【M4.3】EGYPT 15.7km 2015/02/27 21:53:09JST, 2015/02/27 12:53:09UTC
(G)http://j.mp/1DZo4r9 (USGS)http://j.mp/1ExbUGC

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
Updated【M7.0】FLORES SEA 547.0km 2015/02/27 22:45:05JST, 2015/02/27
13:45:05UTC
(G)http://j.mp/1auAL2g (USGS)http://j.mp/1AgI6Hx
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地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M3.1】津軽海峡 深さ177.9km 2015/02/27 17:41:27
(G)http://j.mp/1Azq0Fw (アニメ)http://j.mp/1DYA4sW

 

http://j.mp/1Azq0Fw
http://j.mp/1DYA4sW


（２月28日）　「正常性バイアス」という狂気の中で、もういつ「うっかり核戦争」
とかあるやら…

http://85358.diarynote.jp/201502280651077765/

犬HKは確か、90年代に特番をやっていた。で
もYOUTUBEは削除された。
2015年2月28日 音楽 コメント (1)
　

おはようございます。

０６：３０の目覚ましが鳴り響ています。

バイト早番。（－－；）

あと１５分。

音楽は昨夜の続きでこれが鳴り始めましたが…
https://www.youtube.com/watch?v=pojiwQldQ58
Yesterday once more Carpenters with lyrics English&Japanese訳詞付 

これじゃ目が醒めんわな…
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s
Abba - Dancing Queen

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 6時間 6時間前 
チェルノブイリ事故時の作業員の人なんかは、こういう症状が酷く「ある日、自動車

の運転の仕方が、わからなくなった。」とか「買い物に行っても、何を買いに来た

のか？も忘れた」など。内部被曝は、脳神経系もやられると、犬HKは確か、90年代に
特番をやっていた。でもYOUTUBEは削除された。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
被曝の影響は

http://85358.diarynote.jp/201502280651077765/
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「甲状腺ガン」とか「心筋梗塞」とか、他にもいろいろあるけど、最も多いのが「な

んだか具合が悪いなぁ」とか「異常な眠気や倦怠感」とか「なんで、うちの子は風

邪ばっかり、ひくの？なんだか弱いね」とか、そういう事も内部被曝が原因と言われ

ていますよね。つまりは「ぶらぶら病」です

昨日の異様な眠気はＭ７発震の前触れで、機嫌が悪かったのは、微量だけど札幌まで奇ガスが到

達していたせい。（－－＃）

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
2013年にも「放射性蒸気の間欠泉」ってENEニュースで言われてたっけ。
敷地の地面から吹き出す蒸気。1:35秒あたりから。
https://www.youtube.com/watch?v=IC6cuF8AQF8#t=96 …

そして私がアホなのは元からで、最近さらに常識とか理性とか見栄とかプライドとかとかが崩壊

しているのは、被曝と地震恐怖（ストレス）のせいだけど…

https://www.youtube.com/watch?v=XEjLoHdbVeE
Abba - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) 

そして今朝がたの「深層心理の自発的自己分析的な夢」で…
（－－；）

さらに新たに、

「ワガママ過ぎる自分の欲求」という内面問題

（ばかばかしすぎる！…でも深刻？）

に直面しちゃいまして、現在さらに機嫌がサイアクですが…（－－＃）…★

（怒っているのは「自分に対して」！）

こんなに「世俗的煩悩」だらけじゃ、

やっぱりまだまだ糖分、解脱も成仏も、できそうにないですが…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=IC6cuF8AQF8#t=96
https://www.youtube.com/watch?v=XEjLoHdbVeE


せめて今生でも最期はこの歌のように去りたいものですので…

https://www.youtube.com/watch?v=MfM9gQkfwyg
ABBA - Thank You for the Music

…＜（〜〜；）＞…

…精進しますぅ…☆

…拾い物。びっくり（＠＠；）男声…！
https://www.youtube.com/watch?v=eNvUS-6PTbs
Modern Talking - Cheri Cheri Lady 

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
そしてグラフでも確認できるように、2月の後半（つまり現在）も臨界している。
そしてグラフの上昇原因は偏西風にのって地球周回なのか、スカイシャインなのか。

　

おそらく偏西風。理由は雪が降ったから。臨界と寒さがセットになって雪を降らせた

。そして地上の風が関係してないから。

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
年末に大規模な臨界があった。隠すためにウクライナ等の原発事故がささやかれた。

そして15年1月末に次の臨界。臨界は大気の状態を変化させ、いくつかの県で降雪を。
それによって空間線量がガクンと低下。違う県では上昇して、全国に添付のピークを

。

…さて…

０６：５０．

「正常性バイアス」という狂気の中で、バイトに逝ってきますよ…★

https://www.youtube.com/watch?v=MfM9gQkfwyg
https://www.youtube.com/watch?v=eNvUS-6PTbs


 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日8:35
プレステが顧客情報を

消しちゃった！(‾○‾;)とか
本当に脳ベクレ過ぎ。(・_・;)
なんの予防措置もとってなかったのか？(-"-;)

もういつ「うっかり核戦争」とかあるやら…
(・ω・;)(;・ω・)

（内臓痛い！脾臓が痛い…！） 
(ToT)
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http://85358.diarynote.jp/


（２月28日）　昨日おととい現在の奇ガス被曝量が自覚を超えていたらしく、脱被曝
性の不正出血が再発。

http://85358.diarynote.jp/201502281335039479/

前世「関係者」の皆様。(^人^;)
2015年2月28日 恋愛 コメント (5)
すみません。今回、私が全面的に悪いのですが、またイジケさせてしまいま

した。

(-.-;)

雌牛脇…違った、
申し訳ありませんが、そこでグレてる鬱陶しいのを、フォローしてやって下さいませ。(^人^;)

ごめんエル、きみ責任半分あるから！(^_^;)よろしく！
 

（あ、画像は全然関係ありません。今は亡き愛猫めいにゃん様、生前最後のお写真です…☆）
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日18:24
バイト終了。プチ厄日続行中。

(∋_∈)

昨日おととい現在の奇ガス被曝量が自覚を超えていたらしく、脱被曝性の不正出血が再発。

(・_・;)

早番あがりの「銭湯出撃！」

o(^-^)o予定でしたが、

あらゆるファクターが「今日は早く帰って寝とけ！」と指示しているので、安全確保を最優先に
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します。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日20:23
無事帰投。(∋_∈)
とにかく色々、心身ともにコンディション激悪です。(∋_∈)
なんか食べたら娯しいこと考えて、ちゃっちゃと寝ます…
(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日20:51
ネバダとボスニアヘルツェゴビナって、【地殻核】攻撃以外の何なわけ…？（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月28日21:00
「今すぐ逃げるべきレベル」

。。。(〃_ _)σ‖…

ボリス・コーネフ（違）が暗殺されたり、

ミスタースポックがカトルキャ〜入りになったり…
。。。(〃_ _)σ‖

寝ます。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年3月1日5:47
よく眠れました。ありがとう。

(^-^)g

左のオヤシラズが上下２本同時に無理やり狭い空間に生えて来ようとしている激痛以外は体調

復旧。

一説によるとオヤシラズは前世記憶と関連してるそうなので、
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(^_^;)
この痛さは自業自得と思って耐えます。(-.-;)

もちょっと寝ます。(^_^;)
 



（　借景＆背景　資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（　借景＆背景　資料集）
 



（２月２日）　恐ろしい情報が山ほど入ってくるのですが、すべてもみ消しの状況なの
です。

http://85358.diarynote.jp/201502022052299874/

被曝したなと感じたら／塩分を多くし、甘いも

のはやめなさい／自衛隊病院の必殺防護術です

。

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

https://www.youtube.com/watch?v=1P6hAy3ckN0&spfreload=1
We Are the World(Cover) - Balayan for Japan 2011 
（携帯メモ整理中）

日本のために @izimo_ssp · 9月14日 
被曝したなと感じたら、

ビタミンＣ、カシスの成分、タウリン、葉緑素、酵素を接種しましょう。

自衛隊病院の必殺防護術です。正式な研究成果の一つです。

急性にほど効果がある。

とにかく、油断して被曝するな!

日本のために @izimo_ssp · 5月12日 
被曝したなと感じたら、私だとこうする。鼻腔洗浄、室内浄化、マルチビタミン投与

、アミノ酸投与、ビタミンＣ投与、タウリン入り栄養ドリンク、青汁、梅干一日四個

、キンピラコボウを食べる。

下手なコンビにご飯を食べるより体に効きますよ。

日本のために @izimo_ssp · 1月5日 
長崎に原爆が落とされた時の被爆者らに対する放射能対策として

当時長崎市の聖フランシス医院の内科部長であった秋月辰一郎医師 は
医療スタッフと患者達に「塩分を多くし、甘いものはやめなさい」と指示したそう

です。

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:sYKhN3fi5BcJ:ameblo.jp/1958sf0625/entry-
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11460227031.html+&cd=2&hl=ja&ct=clnk …

日本のために @izimo_ssp · 1月5日 
歯が欠ける人は、酸味の多いものは少なくしましょう。

リンやカルシュウムの多い食品を摂取しましょう。

炭酸やドレッシングは危険なので一年間は摂取を少なくしましょう。

胃酸過多症に注意しましよう。

MIペーストやリナメルを使って歯を強化しましょう。
マルチミネラルを毎日摂取しましょう

不正選挙監視団 @rigged_election · 11月4日 
【拡散】konvicita 被曝 : 小野先生のTLで歯の欠ける人が多いと読んで他人事と思って
いたが、ここ1週間毎朝目が覚めると上の歯全体が異常に浮いているのをハッキリ感
じる。噛んで落ち着かせる。起床時のみ。

ひみこ @himiko_777 · 11月7日 
ヨウ素、セシウムの原子が口の中に入ると、唾液の作用でイオン化し、電気を帯びて

、金属の味になる。

つまり、金属の味がしたというのは、大量の放射性物質が口の中に入ったことによる

内部被曝が考えられる。 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514 …
感じた人多かったんじゃないかな・・

http://t.co/VP3RV5hJdH

宮城野ソラ @Moulin_Rouge827 · 8月3日 
QT“@cmk2wl: 311後に降った黄色い物質。放射性硫黄だという話だけど本当は使用済
みの核燃料…
写真は劣化ウラン弾の酸化ウラン。 ”
https://twitter.com/cmk2wl/status/474475637088845824/photo/1
この黄色。この色の細かい粉がウチの玄関辺りに振りかかっていた記憶がある。花

粉か⁉と思ったっけ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/02 02:25 ID:-
cmk2wl

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514
http://t.co/VP3RV5hJdH
https://twitter.com/cmk2wl/status/474475637088845824/photo/1


311後に降った黄色い物質。放射性硫黄だという話だけど、本当は使用済みの核燃料が
炸裂したことによる「酸化ウラン」だったんじゃないの？量的にも厖大だから、あら

ゆるところに降下しておかしくない。写真は劣化ウラン弾の酸化ウラン…

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6月5日 
311後に降った黄色い物質が劣化ウランならこうなることも当然考えられる
■「避難・疎開は逃げることではなく戦いなんです」観れば意味がよく理解できます

よ⇒覚悟が必要。

劣化ウラン弾放射能影響 : http://youtu.be/ZwWaQ0_c8wI @youtubeさん
http://t.co/HCO9rjpVRA

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1月5日 
チェルノブイリ事故後に開発されたTERRAなどの線量計は（0.3μSv）でアラームが
鳴り、軍隊も使ってますが（0.3μSv）を超えたら軍隊も逃げ出す線量、そこで子供を
遊ばせてる。酷い話ですね RT"@tart_k これで先進国だってさ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/552082829337559040/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 10分 10分前 
マスコミが報じない福島の現実が怖しすぎる。

・私の弟は福島の新聞記者なのですが、社にいると情報統制が 厳しくて怖くなると言
っています。

・（県内の新聞）社には恐ろしい情報が山ほど入ってくるのですが、すべてもみ消し

の状況なのです。

http://togetter.com/li/338744

https://www.youtube.com/watch?v=pRJX6oah9eo
WE ARE THE WORLD- FOR JAPAN 2011 

cmk2wlさんがリツイート 
人柱辞めました！ @sunchd111 
· 1月23日 
マクロビ講座に参加されたオーナーは、関東圏在住。子どもに、早朝ランニングを命

じている。空からの降下物が朝露に混じって、汚染濃度の高い塵を吸い込んでる。何

の危機感もないオーナー。汚染地域でロハスな生活って、違和感ありすぎる。

http://youtu.be/ZwWaQ0_c8wI
http://t.co/HCO9rjpVRA
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/552082829337559040/photo/1
http://togetter.com/li/338744
https://www.youtube.com/watch?v=pRJX6oah9eo


https://www.youtube.com/watch?v=Pyj97rjZ8M4
護りたい希望はここに〜AGE OF HOPE〜 

なんか悠宙舞が「オススメ」してくれました…
https://www.youtube.com/watch?v=maMkOrXHJ-U
たそがれに背を向けて　大江千里

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月2日22:54
アルゼンチンでＭ６。(・_・;)

去るに去れない。(ToT)
安全な場所がない…
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日0:28
０４９

７７００．
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（２月２日）　カミサマが、もう一個アゲときなさいと言ってます…。

http://85358.diarynote.jp/201502022346169580/

「異物が混入してんのは

　お前らの頭の中じゃねーかと。」

2015年2月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 

 
（前項続き）

 
今日はさすがにもう打ち止めかと思っていたんですが、

カミサマが、もう一個アゲときなさいと言ってます…。

https://www.youtube.com/watch?v=7LJbsA2J_1I
PRAYER FOR JAPAN

美少女競泳メドレーバトル @bisyojo_kyoei · 11月22日 
20140910 横浜市南区で水道管破裂、道路５００ｍ冠水 商店など１３軒の建物が床下
浸水 噴出した付近は、３m×５mほどの大きな穴 
https://twitter.com/bisyojo_kyoei/status/536135912963309569/photo/1

GBeeeeZtheWORLD @GBeeeeZtheWORLD · 1月7日 
帰宅。雪、降るスロットル！！！ 
https://twitter.com/GBeeeeZtheWORLD/status/552812137253335041/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201502022346169580/
http://85358.diarynote.jp/201502022346169580/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150202/85358_201502022346169580_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150202/85358_201502022346169580_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7LJbsA2J_1I
https://twitter.com/bisyojo_kyoei/status/536135912963309569/photo/1
https://twitter.com/GBeeeeZtheWORLD/status/552812137253335041/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=HoOyoHcKORQ
「WILD WING」
…だぜぇ…ｗｗｗ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1月7日 
中古市場の放射能汚染。

チェルノブイリ原発事故後は「中古車、中古家具」などを購入する時はガイガーカウ

ンターで計ってから購入する人々が多くなり、ロシアの一般家庭に普及した線量計

の「プリピャチ」　カラーもレッドなどがあり可愛い線量計。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/552797346161893377/photo/1

emi kiyomizu @kiyomizu5 · 9月19日 
日本製中古車で26倍の放射線ロシアの税関で中古車は放射性危険物として厳重管理今
年58個から高線量http://saigaijyouhou.com/blog-entry-3890.html …ロシアは日本の輸入
品から高い放射能を検出する福島原発事故後に相次ぎ今年も58個の商品から放射性危
険物レベルの放射能を検出した

ペイトリオッツWorldChampion @peugeot406c · 2013年10月11日 
@YuminTanaka 中古車が危ないんですよね。原発事故後の映像にはスーパーの駐車場
などに車がたくさん停まってましたが、暫く経ったらみんな消えていた＝汚染された

車を持ち出したって事。ありえない事がこの国で起こっていて目眩がしそうです。持

ち出さない・持ち込まないが原則なのに。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2013年9月19日 
チェルノブイリ原発事故後は「中古車を買う」「中古家具を買う」こういう時は線量

計を持参だと言われてます。日本も、そのうち、そんな光景があたり前になるでしょ

うね。「あらやだ、さっきの中古車の線量は0.13ぐらいだったのに、こっちは0.28もあ
るわよ。 この車、ナンバー変えたでしょ？」

コスタリカ共和村 ♡♪ 安音♫•*¨*• @costarica0012 · 2013年5月27日 
木下黄太のブログ4/27　愛知県内の自動車の本体周りを扱う自動車関連会社の40代前
半の社長が心筋梗塞で突然死。中古車なども扱っていた

http://inventsolitude.sblo.jp/article/53148788.html …　原発事故後1年経過、女性の突
然死、20代、30代、40代幼児、中学生、高校生、大人、老人と、無差別だ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2013年4月16日 
日本車の放射能汚染

https://www.youtube.com/watch?v=HoOyoHcKORQ
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/552797346161893377/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-3890.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/53148788.html


（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/324044079832899585 …）原発事故後は
日本の中古車から高い線量が検出されて、輸入拒否をされてる事例がある。主に汚染

はタイヤとフィルター。ロシアが日本車を厳重に放射能検査するのは、チェルノブイ

リで「自動車の汚染の恐ろしさ」を知ってるからです

猴子 @ryu_saruko · 2013年2月10日 
もういくつかの国から放射能汚染を理由に中古車や食品の輸入を拒否されている日本

。

原発事故後日本政府は汚染されたのなら仕方がないと開き直り、農業工業生産は諦め

、原発を進めていく道を選択したのだろうか。もう原発しかないと思っているのだろ

うか。もしそうなら恐ろしい。

カリフラワーa.k.aカーロスsaat @sattozone · 2012年7月19日 
新車！？中古車！？"@IWJ_NewsClip: 日本車約３００台、放射能汚染でロシアの国境
越えられず

The Voice of Russia http://urx.nu/1A0C 
福島の原発事故後、放射能の値が高いとしてロシアの国境で３００台近くの日本車が

通関を拒否されて

Quadrapapa @Quadrapapa · 2012年3月11日 
福島原発事故後に売り払われた中古車が高水準の放射能汚染を抱えたまま中古車販売

店やオークションで売られているそうだ。しかも登録を替えている悪質さだそうだ。

しばらく，中古車買うのはよした方が良さそうだ。走りまわられるのは迷惑だ。

国家百年の計 @nihonnboyaki · 2011年11月26日 
http://022.holidayblog.jp/?p=5893 深刻事態…放射能に汚染された中古車が全国で出回
っている!! 原発事故後に現場で活動した消防車は今はどこに!?しかし、ここにきて、さ
らに深刻な事態が。

「輸出の段階でストップのかかった中古車は、当然、行き場がなくなってしまうわけ

ですが、

momonga @liangjyao · 2011年11月6日 
日本は法治国家でなくなった。放射線管理区域の法的な扱いを原発事故後、国は反故

にして放射線管理区域に人を住めるように法律を変えてしまった。

放射線管理区域からモノを持ち出すのも違法だったのに。福島から大量の中古車がナ

ンバープレートを換えて都会に出回っているという話も聞く。怖い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/324044079832899585
http://urx.nu/1A0C
http://022.holidayblog.jp/?p=5893


DJ YOGURT @YOGURTFROMUPSET · 2011年9月5日 
「福島第１原発事故後、貨物を運搬する船会社が自主的に放射線測定を開始。毎時

６２・６０マイクロシーベルトの放射線量を検知したのは、南アフリカ行きの船に積

みこむ予定の車」【放射能漏れ】川崎港で中古車から放射線　業者「福島で登録」 -
MSN産経 
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110702/dst11070200230000-n1.htm …

https://www.youtube.com/watch?v=nGZ0ntpSx2Y
Secret Agent Man Lyrics

廣田弘一（Koichi Hirota) @koichi_hirota · 1月13日 
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？

とみ @meow164 · 1月8日 
マクドナルドから虫一匹程度の問題にはワーッと群がるんだけど、福島原発から人類

史上最悪の放射能が漏れ続けてる現実や、私達の生活を直接圧迫する増税には無反応

…どころか原発や増税の問題に声を上げる人を白い目でみる…みたいな人々をみて
ると、異物が混入してんのはお前らの頭の中じゃねーかと。

https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc
Original GhostBusters Theme Song 

きょんたき 三流学者 @zxh05021 · 1月17日 
放射性物質について、まったく知識のない人への資料…。正直どこが分からないのか
分からなくて、泣きたい気持ちです！パワーポイントじゃだめかー？ホワイトボー

ドじゃだめかー？

cmk2wl @cmk2wl · 1月17日 
@zxh05021 熱した石炭を手のひらに乗せてあげたら？

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110702/dst11070200230000-n1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nGZ0ntpSx2Y
https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc


昔の処刑方法が怖すぎる @syokei_ · 6月2日 
スペインの椅子…拘束された犠牲者の足に油かラードを塗ります。足に近い場所か椅
子の真下に熱した石炭をおかれました。足に油やラードを塗ったのはジワジワと足を

いぶり焼くためだったんですね。

マニラの龍馬 @mmaruya · 2012年5月17日 
外部被曝と内部被曝は全く違う。例えれば、外部被曝は熱した石炭の熱を受けるよう

なもので、あたる時間と距離で影響を弱められる。内部被曝は熱した石炭を食べるの

と同じ。０ベクレルが当たり前。１００ベクレルまで食べても良い？いいわけないだ

ろう。

https://www.youtube.com/watch?v=EPhWR4d3FJQ
Bruce Springsteen - Born in the U.S.A.

天仙 @tensenten · 12月22日 
チェルノブイリの４倍以上。広島原子爆弾の４０２３倍。

＜こんな諸外国向け「真実報告？」を東電はしていた＞

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299447&g=131107 … 
https://twitter.com/tensenten/status/546840665200402432/photo/1

harima @harima21 · 12月23日 
東電は海外向けには真実の報告をしていた。チェルノブイリの４倍以上、広島原子爆

弾の４０２３倍と。ところが国内のマスメディアは、チェルノの１/６、・・・と（北
海道新聞も！）堂々と粉飾報道をしていた。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299447&g=132106 …

Kuni Takahashi @kuniphoto · 2013年7月19日 
東電が水曜日に発表した資料によれば、福島原発から漏れたセシウムはチェルノブイ

リの４倍以上、広島に落とされた原爆の４０２３倍。もう言葉もない。これでなんで

まだ他の原発再稼働などぬけぬけといえるのか。もうわからん。http://exm.nr/MO9t8r

https://www.youtube.com/watch?v=-Iu0pvZP-dM
Victory Day in Moscow 2014 (Red Alert 3 Theme - Soviet March

検索おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=qOgk6YqOhp8

https://www.youtube.com/watch?v=EPhWR4d3FJQ
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299447&g=131107
https://twitter.com/tensenten/status/546840665200402432/photo/1
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299447&g=132106
http://exm.nr/MO9t8r
https://www.youtube.com/watch?v=-Iu0pvZP-dM
https://www.youtube.com/watch?v=qOgk6YqOhp8


Born This Way



（２月２日）　カミだかアクマだかが「もうちょいがんばれ」とか逝って、憑いてます
…

http://85358.diarynote.jp/201502030111507164/

「私たちは平和を貫く日本人だったのに、安倍

のせいで狙われる対象になった」.
2015年2月2日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！
　

（承前）もう飽きた！んですけど、

カミだかアクマだかが「もうちょいがんばれ」とか逝って、憑いてます…
…（－－＃）…
https://www.youtube.com/watch?v=LFfobWNJIXU
【Megurine Luka】 Lie 

Ⓜペッコ @pecko178 · 1月20日 
1月19日から焼却開始。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150116/k10014722741000.html …
「よし、今なら燃やしても福一原発からの放射性物質かどうかはわからないだろう」

「放射能が広がっても福一原発でみんな既に汚染されてるんだから」

yumi ☆ ゆみ @ygjumi · 1月19日 
茨城県東海村にある核燃料加工会社「ジェー・シー・オー」は、

平成１１年の臨界事故のあと、

敷地内で保管している低レベル放射性廃棄物などについて、

来週にも焼却処理を始める方針を固めました。

http://nhk.jp/N4HL6B0M 
1月19日から焼却開始のようです。

https://www.youtube.com/watch?v=pq1nNykPCDQ
在日ファンク - 嘘

bandeapart72さんがリツイート 
北丸雄二 @quitamarco 
· 1月31日 

http://85358.diarynote.jp/201502030111507164/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
https://www.youtube.com/watch?v=LFfobWNJIXU
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150116/k10014722741000.html
http://nhk.jp/N4HL6B0M
https://www.youtube.com/watch?v=pq1nNykPCDQ


NYに住む友人たちがみんな怒りまくっている。今も電話で「海外で働いている私たち
をどうして危険にさらすような演説をしたんだ。最後の一人まで助けるとか言ってお

いて何もできないなら、初めから黙っていてほしい。私たちは平和を貫く日本人だっ

たのに、安倍のせいで狙われる対象になった」と。

bandeapart72さんがリツイート 
乃南アサ @asanonami 
· 1月31日 
大手新聞社で記者をしていた知人は、かれこれ20年以上前から海外で何らかのトラブ
ルに見舞われたとき、日本大使館が動いてくれたことは唯の一度もなかったと言って

いた。いつだって、見るに見かねた他国の大使館が手を差し伸べてくれたそうだ。こ

の国は、そういう国だという覚悟が必要らしい。

https://www.youtube.com/watch?v=dmUX6AzpkWg
Doubt And Trust - Access

きづのぶお @jucnag · 12月27日 
渋谷区で炊き出し妨害のために設置された立派なフェンス。立案し議題に上げ稟議を

経て決済され設置工事が行われたんだろう。なんでその金と労力が福祉に向けられな

いのか。是が非でも弱者を排除しようとする情熱と悪意はどこから湧いてくるのだろ

うか？ 
https://twitter.com/jucnag/status/548736293723598849/photo/1

bandeapart72 @bandeapart72 
· 2012年7月9日 
「貧乏を憎み、誰でもまじめに働きさえすれば幸福になれる世の中を願うことがアカ

だというのなら、私は生まれたときからアカもアカ、目がさめるような真紅です」(山
田五十鈴)http://d.hatena.ne.jp/hibiky/20051120/1132481634 … 

11人がリツイート
bandeapart72 
2015/01/29
“若者の間での失業率だって60パーセントだったわけでさ。
同じ死ぬにしても、跪いたまま死ぬのか、立ち上がってなんか言ってから死ぬのか、

どっちにするんだって話だよ”
http://www.ro69.jp/news/detail/11...

https://www.youtube.com/watch?v=dmUX6AzpkWg
https://twitter.com/jucnag/status/548736293723598849/photo/1
http://d.hatena.ne.jp/hibiky/20051120/1132481634
http://www.ro69.jp/news/detail/11...
https://www.youtube.com/watch?v=Jo9t5XK0FhA&index=8&list=RDgxEPV4kolz0


https://www.youtube.com/watch?v=Jo9t5XK0FhA&index=8&list=RDgxEPV4kolz0
Billy Joel - You May Be Right 

おまけｗｗｗ

bandeapart72さんがリツイート 
たつや @teacher19960206 
· 12月8日 
お母さんへ

仕送りありがとう

でもこういうの本当にやめてください 
https://twitter.com/teacher19960206/status/541796630387625985/photo/1

https://twitter.com/teacher19960206/status/541796630387625985/photo/1


（２月２日）　ようするにうちのカミサマはこの１コめのアニメを日本に紹介させたか
ったらしいです…ｗ（＾＾；）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201502030118342014/

ＮＡＫＢＡ…？
2015年2月3日 チベット有問題 ！ コメント (3)
　

（必聴！）

https://www.youtube.com/watch?v=eU1x8WwY2sw
Mor ve Ötesi - Nakba 　

これが本当なら…？（－－＃）
ごめん。やっぱり、

「イスラム邦」は「支持できない」…？？

bandeapart72 @bandeapart72 
· 2月1日 
" 2003年のイラク戦争の際も、モスルでは図書館が破壊された。しかしこのときは、住
民が書籍を自宅に運び出すなどして避難させ、本を戦火から守った。しかし今回イス

ラム国は、本を隠す行為に対して、死罪という罰則を設けた " 
http://huff.to/1JYK6vS

bandeapart72 @bandeapart72 
· 2月1日 
" アラブ人向けのイギリス紙「アル・アラブ」は、イスラム国の焚書（ふんしょ）行為
を「ホロコースト」と批判した。 "/イスラム国は図書館の本を焼いた【焚書】
http://huff.to/1JYK6vS

https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8
Cyndi Lauper - True Colors 

bandeapart72 @bandeapart72 
· 2月1日 
"今回の読売新聞の記事は、報道が持つ社会的な意義を新聞自らが貶め、憲法で保証さ

http://85358.diarynote.jp/201502030118342014/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
http://85358.diarynote.jp/201502030118342014/
https://www.youtube.com/watch?v=eU1x8WwY2sw
http://huff.to/1JYK6vS
http://huff.to/1JYK6vS
https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8


れた「報道の自由」を投げ捨てる愚行だ "/読売新聞による朝日記者のシリア取材批判
はメディアの自殺ー新聞が「報道の自由」を自ら捨てる愚行(志葉玲) 
http://bit.ly/1ymKRra

bandeapart72さんがリツイート 
Midori Fujisawa @midoriSW19 
· 2月1日 
殺害動画とともに発表されたISのメッセージに惑わされないで。ISは恐怖で私たちをコ
ントロールしようと、二人を拘束した時から利用するタイミングを見計らっていた。

冷静になろう。ISの脅しがあろうがなかろうが、意見すべき事には意見し、議論し、受
入れられないなら断固反対すべきではない？

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
Billy Joel - Piano Man 

bandeapart72 @bandeapart72 
· 1月31日 
Kenji Goto: Told the stories of ordinary people - via @Telegraph http://fw.to/WTiRCTU

bandeapart72さんがリツイート 
後藤健二 @kenjigotoip 
· 2010年12月1日 
そう、取材現場に涙はいらない。ただ、ありのままを克明に記録し、人の愚かさや

醜さ、理不尽さ、悲哀、命の危機を伝えることが使命だ。でも、つらいものはつらい

。胸が締め付けられる。声に出して、自分に言い聞かせないとやってられない。

bandeapart72 @bandeapart72 
· 1月31日 
" でも、交通手段も乏しい危険地帯にどうやって入るのか——そう聞かれると、どこ
に行っても普通の人たちが毎日の暮らしで使っている道があると、彼は答えていた。

人々が道を示してくれるのだ、と "/英誌論客が語る後藤健二さんの"記者魂" 
http://bit.ly/1z2iORW

https://www.youtube.com/watch?v=hSq4B_zHqPM&index=5&list=RDgxEPV4kolz0
Billy Joel - The River of Dreams

http://bit.ly/1ymKRra
https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
http://fw.to/WTiRCTU
http://bit.ly/1z2iORW
https://www.youtube.com/watch?v=hSq4B_zHqPM&index=5&list=RDgxEPV4kolz0


bandeapart72さんがリツイート 
安田菜津紀 @NatsukiYasuda 
· 1月31日 
震災直後に被災地のおばあちゃんに声をかけられた。「外国のこと、教えてちょう

だい」。自分が家を流されてみて初めて、厳しい暮らしを続ける人の気持ちが分かっ

た気がするから、と。そのときはただただ驚いたけれど、今なら分かる。寛容さは、

そんな他者への想像力の連鎖なのだ、と。

https://www.youtube.com/watch?v=mUqCFHu8-S8
戦場のピアニスト　　Janusz Olejniczak

https://www.youtube.com/watch?v=jHfQCfUTlXE
Chopin Ballade in G Minor Scene- The Pianist

https://www.youtube.com/watch?v=Tnj6COmS4ow
Schindler’s list - Main theme (piano) 

【LIFE】　IS　 NEVER　END　！

https://www.youtube.com/watch?v=o-4lSWom9bY
BILLY JOEL: FOR THE LONGEST TIME.
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日1:36
ようするにうちのカミサマはこの１コめのアニメを日本に紹介させたかったらしいです…ｗ（
＾＾；）ｗ

「寝てよし」の許可が出たので、寝ますｗｗｗ

（そしてついにうっかり目撃してしまった、後藤氏の顔写真…

https://www.youtube.com/watch?v=mUqCFHu8-S8
https://www.youtube.com/watch?v=jHfQCfUTlXE
https://www.youtube.com/watch?v=Tnj6COmS4ow
https://www.youtube.com/watch?v=o-4lSWom9bY
http://85358.diarynote.jp/
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　…（－－；）…

…やっぱり…

名前は知らなかったんだけど、「顔見知り」の「ピースウォーク仲間」の、人でした…

 
彼は、死なない。

魂が、生きてる。からね…
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日8:15
ん〜…(^_^;)

やっぱり後藤氏は

「死んでない」ですね。(^_^;)

霊感ある人ならみんなそう言うと思うけど、

まぁ、本名で表舞台に出てくることはもう無くて、死せる英雄？として「噂だけ」が政治的に利

用されるんでしょう…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日8:18
朝、起きたら、やけに耳の中が静寂だなぁ〜と思ったら、夜のうちにどかどか発震済みだったと

いう…(・ω・;)(;・ω・)

３連休の中日。

予定は家事。

も少し寝ます。(^_^;)
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（２月３日）　（最後のしめくくりが、SALAM。だけは判る！）

http://85358.diarynote.jp/201502031957213522/

Let’s GO TO KENJI’s　WAY！

ك�لع مالس  �بن  ا�  ةينغأ  / ديشن  |
2015年2月3日 ★戦争反対★ コメント (2)
　

Your Way is My Way.
We Walk together, FOREVER !!

https://www.youtube.com/watch?v=Xq6CNuxFy5g
Godiego ビューティフル・ネーム（中国語バージョン）

https://www.youtube.com/watch?v=ytvnMgRH-mE
ゴダイゴ　「ビューティフル・ネーム」　（ネパール語）

https://www.youtube.com/watch?v=oKea-xN1aTA
THE WILDHEARTS - I Wanna Go Where The People Go 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch-LiHne0YA
Hakeim : Al Salam Alikoum 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSdpokbVSRI
Stratovarius Black diamond traducida en español

https://www.youtube.com/watch?v=uLEO39jCTO0
Yoko Ono - Let the Tears Dry

https://www.youtube.com/watch?v=S68Sc_SoelY
ABBA- Chiquitita Lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=VXkIwcICnk4
Yoko Ono - Never Say Goodbye lyrics 

http://85358.diarynote.jp/201502031957213522/
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
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http://diarynote.jp/items/books-jp/4861100526/
https://www.youtube.com/watch?v=Xq6CNuxFy5g
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https://www.youtube.com/watch?v=Ch-LiHne0YA
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https://www.youtube.com/watch?v=VXkIwcICnk4


https://www.youtube.com/watch?v=QQpVjI5WNHc
安室奈美恵 NEVER END 2000-07-28

https://www.youtube.com/watch?v=cFU-FJzPE80
Timmy Thomas - Why can’t we live together 

https://www.youtube.com/watch?v=D8yvP8tp_JM
Rick Astley Together Forever lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=XRvR5HRpP18
The Undisputed Truth - you make your own heaven and hell right here on earth

https://www.youtube.com/watch?v=G9o2eKHHoeI
ك�لع مالس  �بن  ا�  ةينغأ  / ديشن  | Ya Nabi Salam Alayka

おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=Mccgr0WR7AY
ICPA Kids Chanting Group - Multicultural Mawlid Concert 2013 

何を言ってるのか一言も判らないが（＾＾；）

字幕の感じでは、コーランを暗唱している？

らしい？

こんなに愛らしく賢い子どもたちに、

けして、

銃や憎しみを、向けてはいけない…。

https://www.youtube.com/watch?
v=b3DM9GmUtQo&list=PLcjEVHHlgi4m4wR6yyflEA6yHcI5TySvA
Def Tech - My Way LIVE 

https://www.youtube.com/watch?v=QQpVjI5WNHc
https://www.youtube.com/watch?v=cFU-FJzPE80
https://www.youtube.com/watch?v=D8yvP8tp_JM
https://www.youtube.com/watch?v=XRvR5HRpP18
https://www.youtube.com/watch?v=G9o2eKHHoeI
https://www.youtube.com/watch?v=Mccgr0WR7AY
https://www.youtube.com/watch?v=b3DM9GmUtQo&list=PLcjEVHHlgi4m4wR6yyflEA6yHcI5TySvA


（最後のしめくくりが、SALAM。だけは判る！）
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月3日20:10
 
もしかして若い人は知らないかもしれないけど、

日本は中国を侵略して、残虐の限りを尽くしていたんだよ。

３０年前？まだ恨みつらみが強烈に残っているその地へ、

ゴダイゴはものすごい覚悟の上で、

その中国に乗り込んだ。

再び、友達になるために。

ただ、音楽だけを持って…

本当の勇気って、こういうのじゃ、ないかい？

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月4日5:46
 
祝♪「世界で最も非暴力的な軍隊ベスト１５ アジアで唯一日本がランクイン」(≧ω≦)b

http://85358.diarynote.jp/
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（２月５日）　７０年前は。日本は戦争してた。国民総出で。

http://85358.diarynote.jp/201502050907041682/

【この数日「日本の未来を決定する」であろう

ことが、国会で討論されてます」】。

2015年2月5日 ★戦争反対★ コメント (1)
　

（２コ前から続く。）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
たったの７０年

「１０年は、ひと昔」と言うけど、１０年なんて、あっという間ですよね。

その「７倍」そんな昔の事じゃない。７０年前は。日本は戦争してた。国民総出で。

それで「赤紙」が来て「お前は戦地に行け」とやってた。これも日本ですよね 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562956398380982274/photo/1 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
でも今回の「ヨルダンの飛行士が残虐な最後」→「速攻でヨルダンが死刑執行した」

という報道は、日本でもかなりショックだったようで、今まで「は？まさか？」と

か言ってた友人も『これはやばいわな。憎悪の応酬だ。いずれ世界大戦にもつながる

かもな。やられたら、やりかえす』　←やっとわかったの？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 12時間 12時間前 
今日、パリでテロ宣言とか

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/562823688035508225 …）「まさか（笑
）日本で、そんなこたーないだろ」とか言ってる場合じゃないよね。だって日本も米

英と共に参加するって宣言だし。それなら、それで「日本国民は覚悟あるのか？」っ

て事じゃないの。事は進んでる。国会で。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 

http://85358.diarynote.jp/201502050907041682/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
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· 10時間 10時間前 
高田 渡さんの反戦歌。
当時の日本には、こういうミュージシャンがいたんよね。今はいないね

1969年『高田渡/五つの赤い風船』に収録され、その後、発売されたが「放送禁止」
になった唄。

https://www.youtube.com/watch?v=mOwvbjEge_I …

https://www.youtube.com/watch?v=ajCYQL8ouqw
Beatles- Let It Be
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月5日9:07
時間切れ。

https://www.youtube.com/watch?v=mOwvbjEge_I
https://www.youtube.com/watch?v=ajCYQL8ouqw
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（２月６日）　【拡散希望】 GO TO KENJI songs.

http://85358.diarynote.jp/201502060250488773/

【拡散希望】 GO TO KENJI songs.
2015年2月6日 ★戦争反対★ コメント (2)

 
（前項の続き）。

兄弟ですか？ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=f4J7-WR1QOY&index=15&list=PL608A591E05F43CA7
Maher Zain - Number One For Me | Official Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8&list=PLBQ1GyBF_61fO2PBdwuVoIyu7eNrl87pz
若旦那 / いのち 〜桜の記憶〜 Final Ver.

https://www.youtube.com/watch?v=xwg9Lf5ruUE&list=PL608A591E05F43CA7&index=23
Maher Zain - Assalamu Alayka (Arabic) هللا لوسر  اي  كيلع  مالسلا  نيز -  رهام   

https://www.youtube.com/watch?v=jcrcmMzJn5s
若旦那「誰にも負けたくない」10/15配信 （from 11/12発売3rd AL）

http://85358.diarynote.jp/201502060250488773/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/201502060250488773/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150206/85358_201502060250488773_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150206/85358_201502060250488773_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150206/85358_201502060250488773_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=f4J7-WR1QOY&index=15&list=PL608A591E05F43CA7
https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8&list=PLBQ1GyBF_61fO2PBdwuVoIyu7eNrl87pz
https://www.youtube.com/watch?v=xwg9Lf5ruUE&list=PL608A591E05F43CA7&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=jcrcmMzJn5s


https://www.youtube.com/watch?v=eLFW---YSWE&index=24&list=PL608A591E05F43CA7
Maher Zain - Ya Nabi Salam Alayka (International Version) 

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q&index=18&list=RDjcrcmMzJn5s
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

https://www.youtube.com/watch?v=eoMJJCVBCgo&list=PL608A591E05F43CA7&index=18
Maher Zain - Love Will Prevail (#SYRIA) | Official Music Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew0T4pxssiU&index=2&list=RDjcrcmMzJn5s
若旦那「このセカイは美しい」9/24配信 （11/12発売3rd ALより）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日11:21
徳島で震度５！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日15:41
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 19時間 19時間前
 
戦争やテロの事は心配しても

福島原発の放射能汚染の事は無関心な人っていますよね。あれって、何でだろ？

今も「１時間あたり、福島原発からは約1000万ベクレルのセシウムが大気中に漏れてる（東電の
公表値）」なんだけどな。国内で起こってるテロみたいなもんですよね。不思議でしょうがない

https://www.youtube.com/watch?v=eLFW---YSWE&index=24&list=PL608A591E05F43CA7
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q&index=18&list=RDjcrcmMzJn5s
https://www.youtube.com/watch?v=eoMJJCVBCgo&list=PL608A591E05F43CA7&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0T4pxssiU&index=2&list=RDjcrcmMzJn5s
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（２月６日）　【補完】 GO TO KENJI ’s way songs.　

http://85358.diarynote.jp/201502061331096909/

【補完】 GO TO KENJI ’s way songs.　

〜「東ティモール」独立の歌〜　 ءاش نإ  نيز -  رهام 
هللا

2015年2月6日 チベット有問題 ！ コメント (2)
　

（前項補足）

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

https://www.youtube.com/watch?v=7ngDPmE8CLM
Yoko Ono - Woman of Salem (lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=5-
YrnFpkjJs&list=PLcjEVHHlgi4m4wR6yyflEA6yHcI5TySvA&index=11
09 All That’s In The Universe - Def Tech 

https://www.youtube.com/watch?v=tRB6sL-Gjfc
YOKO ONO-"APPROXIMATELY INFINITE UNIVERSE" (1972) 

https://www.youtube.com/watch?v=foSbqLi6U10
Maher Zain - Palestine Will Be Free | ررحتت فوس  نيطسلف  نيز -  رهام   

https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8&spfreload=10
パレスチナ PALESTINE - ソウル・フラワー・ユニオン Soul Flower Union 

WE WILL STAND WITH YOU, 

FRIENDS OF ALL OVER THE WORLD, 

http://85358.diarynote.jp/201502061331096909/
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https://www.youtube.com/watch?v=foSbqLi6U10
https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8&spfreload=10


ALWAYS AND FOREVER !!

https://www.youtube.com/watch?v=Rzr7aEiTN7Y
SOUL FLOWER MONONOKE SUMMIT 02.5 EAST TIMOR 1 

https://www.youtube.com/watch?v=r8w6HYROFfU&list=PL476FAB186641752A&index=21
おんがく♫MUSIC - Def Tech
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日15:31
T. HIRANOさんがリツイート  
西谷文和 @saveiraq 
· 6時間 6時間前 
ブッシュがイスラム国の生みの親とすれば、「育ての親」はオバマやアサド、イスラエルだ。後

藤さん湯川さんで大騒ぎするメディア。一回の空爆で１５０人亡くなっていることも同等に伝え

るべきだ。シリア内戦の死者は20万人を超えた。茨木市や宇治市が３年でなくなった計算。これ
こそがニュースだ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日15:49
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 22時間 22時間前 
パイロットの「命」が第一

「アラブ首長国連邦：ＵＡＥが、米国主導の有志連合による、ISILへの空爆作戦の参加を中断して
いることが分かった。ヨルダン空軍機がシリアで墜落したことを受け、パイロットらの安全を懸

念し、空爆参加の中断を決めた

https://www.youtube.com/watch?v=Rzr7aEiTN7Y
https://www.youtube.com/watch?v=r8w6HYROFfU&list=PL476FAB186641752A&index=21
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（２月６日）　「それはお答えできません」→なんでよ？

http://85358.diarynote.jp/201502061652359490/

殺人幇助は懲役何年？／「イスラム国についてわからなかったの

だから仕方がない」／何であれば分かってるんだろう…？

2015年2月6日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (6)
 
（携帯内メモ整理中）。

https://www.youtube.com/watch?v=iOGbbdmKXmU&list=PL476FAB186641752A
Naturally Blue - Def Tech

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
こういう事があった

『きざみ昆布：北海道産昆布。販売者：福井県 HN」　購入後に「HN」は何県の工場
なのか？を問い合わせしたら→「HNって何県ですか？」→「協力工場です」→「だか
ら何県なんですか？」→「福島県です」→「福島のどこですか？」→「それはお答え

できません」→なんでよ？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2月5日 
２ちゃんの書き込み。

「（大阪府）土曜日に、心臓のあたりが痛いなと思って循環器科に行ったら、 心電図
の後に、その大動脈乖離の検査されたわ。 最近多いですからねだって。」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/563227593113993216/photo/1

54人がリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2月2日 
インフルエンザワクチン無効の記事がつぶされているwww
＞ 1月23日に掲載致しました本件記事につきまして、現在追加取材中につき一時的に
非公開にしております。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/562238466423943169/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=_I52Fx1ARY8&index=17&list=PL476FAB186641752A

http://85358.diarynote.jp/201502061652359490/
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https://twitter.com/cmk2wl/status/562238466423943169/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=_I52Fx1ARY8&index=17&list=PL476FAB186641752A


A-1 - Def Tech 

数学Ｍ @hiro_mmmm · 2月2日 
すげぇ話だ

NEWS23によると、
「イスラム国についてわからなかった(のだから仕方がない)」
と自民幹部が言ったらしいな。

わからないから仕方ねぇだろ

これはすごい。政権の言うことではないわ(嘲笑)

Asa I am not ABE @Asa021 · 2月2日 
@hiro_mmmm 何であれば分かってるんだろう…？

©1987� hierogram™ � @hierogram · 4時間4時間前 
【菅官房長官、初めから殺す気満々！？】

身代金用意について、「全くない。１００％ない」と明確に否定。さらに交渉する気

は「全くなかった」・・。　殺人幇助は懲役何年？

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150202-00000041-biz_reut-nb …
菅官房長官「身代金用意せず」、イスラム国との交渉を否定 （ロイター）

イシカワ(大阪都構想は大阪市破壊） @ishikawakz · 2月2日 
「全部嘘だったんだぜ」“@raiden0186: 菅官房長官「身代金用意せず」、イスラム国と
の交渉を否定 http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150202-00000041-biz_reut-nb … 
身代金を用意せず、犯人側と交渉するつもりはなかった

「あらゆるパイプを利用」「最善を尽くす」って言ってたよね？”

外教 @yuantianlaoshi · 2月2日 
「いま政府が頑張ってるんだから批判して足を引っ張るな」とか何とか言われたけど

。緊急会議ちょっと開いて仕事してるフリしてただけか

。http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L60JI20150202 …菅官房長官「身代金
用意せず」　イスラム国と交渉する気は「全くなかった」と述べた。

Poko【ぽっちゃり女性専門写真家】 @Poko_IDOHORININ · 2月2日 
菅官房長官「身代金用意せず」、イスラム国との交渉を否定

http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?
url=http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L60JI20150202 … 
じゃあ、ヨルダンに交渉を丸投げした以外に、政府は一切何もしなかったしする気も

無かったってことだよね？それで「罪を償わせる」ために集団的自衛権の行使だとか

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150202-00000041-biz_reut-nb
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150202-00000041-biz_reut-nb
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L60JI20150202
http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?url=http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L60JI20150202


、出来レースじゃん。 

こどものおちんちん @sofimisei · 11時間11時間前 
#sexi #裏ミク 本当に読売新聞がおぞましい。既に大本営。吐き気がする。
http://pic.twitter.com/aAjcIr6… 
http://www12.makebot.sh/url/243508d69391ecf4e73be28352546d2b …

れべっか @YonYonToyonaka · 2月3日 
なぬ、なぬっ！やはり、そうだったのか！RT “@alienorders: “@GeorgeBowWow: 本当
に読売新聞がおぞましい。既に大本営。吐き気がする。”

読んでてよかった東京新聞。”

…「客層」から逆算すると、中日新聞も相当酷い…？　（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=_ZhuV0An7TM&list=PL476FAB186641752A&index=18
The Come Back - Def Tech

安冨歩 @anmintei · 2月2日 
みんな、思い出すべきだ。

【第一次世界大戦が、テロとの戦い、として始まった、ということを。】

セルビア人がオーストリアの皇太子をサラエボで暗殺し、

オーストリアは、テロとの戦いのために、セルビアに攻め込んだ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ オーストリア最後通牒

とめちゃん @shimanami215 · 2月2日 
子どもに聞いてみた。学校で水俣病を習ったけれども、ウィリアム・ユージン・スミ

スさんの名前すら知らない。学校で湾岸戦争を習ったけれども、香田証生さんのこと

を知らない。

学校の勉強って、こんなことばかりなんだろうな。

色々なことを知って判断し行動できる大人を育てるつもりはないらしい。

https://www.youtube.com/watch?v=-hv26tUQ_G8&index=19&list=PL476FAB186641752A
Catch me if you can - Def Tech

 

http://pic.twitter.com/aAjcIr6
http://www12.makebot.sh/url/243508d69391ecf4e73be28352546d2b
https://www.youtube.com/watch?v=_ZhuV0An7TM&list=PL476FAB186641752A&index=18
http://ja.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/watch?v=-hv26tUQ_G8&index=19&list=PL476FAB186641752A


編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日16:57
t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 4時間4時間前 
’@penko0900 そうそう。報道がおかしいですよね。マスコミは「イスラム国は国ではない」と何
度も言うのに、空爆の時だけは「イスラム国を空爆した」と言って、如何にも悪くないような表

現にする。シリアが空爆を要請していない限り、国連決議もない勝手な空爆は国際法違反でし

ょう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日17:00

t_m (No Nukes)さんがリツイート 

t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 5 時間5 時間前 
↓イスラム国を空爆、というが、イスラム国を国と認めてない以上、どこか他国の領土を空爆し

ているはずなのだが…。
おそらくシリアだろうけど。

ぺんこちゃん NUKE IS OVER！ @penko0900 
· 5時間 5時間前 
@t_m_tweet そうそうおかしいですよ。で、殺されるのは一般市民。マッチポンプの世界そのもの
。儲かるのは武器製造会社。

t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 4 時間4 時間前 
’@penko0900 そうそう。報道がおかしいですよね。マスコミは「イスラム国は国ではない」と何
度も言うのに、空爆の時だけは「イスラム国を空爆した」と言って、如何にも悪くないような表

現にする。シリアが空爆を要請していない限り、国連決議もない勝手な空爆は国際法違反でし

ょう。

ぺんこちゃん NUKE IS OVER！ @penko0900 · 4 時間4 時間前 

http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201502061652359490
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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@t_m_tweet どこのイスラム国（国際法上認められた国家）を攻撃したのか押してて欲しいですね
。自称国家ではだめなんですよね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日17:01
t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 5時間5時間前 
↓イスラム国を空爆、というが、イスラム国を国と認めてない以上、どこか他国の領土を空爆し

ているはずなのだが…。
おそらくシリアだろうけど。

任我行 @MrDennisMoore · 20時間20時間前 
とりあず、シリアとヨルダンとイスラエルとイランとサウジアラビアを地図上で国名を隠して正

しくさせる人以外はこの事件にテレビでコメントさせてもらいたくない。おそらく「中東なんと

協会の＊＊＊」さん、とか除くとコメンテーターの２０％程度しかこれをクリアできないと思う

。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日17:03
紅茶デスティニー @TeaIndian · 2月3日 
シリアにおける米軍の（おそらく航空機の多分対戦車的ななにかによる）攻撃の映像すごいな

コールオブデューティーみたい

Sleeping tapir @sleepingtapir · 2月3日 
安倍政権、日本人救出のための自衛隊派遣を検討http
://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/02/03/2015020301144.html … @chosunonlineさ
んから「シリアの同意はおそらくあり得ない。仮にシリアの同意がとれたとして、ＩＳＩＬが国

家に準ずる組織であれば、自衛隊は派遣できない」を意図的に伝えていない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月6日17:25
ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama · 2月2日 
うちの子も湾岸戦争はイラクから仕掛けたって教わってた＞RT
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月7日0:09
耳と精神が静寂に耐えられない。

もうまもなくドカンと来る。

ドカンと。

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


（２月９日）　　「　生きろ。　」

http://85358.diarynote.jp/201502090314272339/

【平和に生きる権利】El derecho de vivir en PAZ…

「おい、こら、逮捕するぞ。」

2015年2月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M2.9】津軽海峡 深さ109.7km 2015/02/08 23:25:09 http://j.mp/1D9NdPl

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M4.9】KURIL ISLANDS 51.7km 2015/02/08 21:46:42JST, 2015/02/08 12:46:42UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=43.374,147.3138%28+%5BM4.9%5D+KURIL+ISLANDS+51.7km+2015%2F02%2F08+21%3A46%3A42JST%2C+2015%2F02%2F08+12%3A46%3A42UTC+%29&ll=43.374,147.3138&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ev

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M3.7】石狩平野 深さ165.6km 2015/02/08 21:55:34
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.067,141.380&ll=43.067,141.380&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.067&lon=141.380&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://atsites.jp/eqdata/animation/20150208215534a.gif …

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約40km M4.5 8日21時47分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.3,147.4&ll=43.3,147.4&z=7&t=h … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150208215124395-082147.html …

地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 
【M4.5】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 527.2km 2015/02/08 08:27:22
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1M0gccz (USGS)http://j.mp/1zjtPcO

地震マップ @eq_map 
· 2月7日 
◆◆緊急地震速報(最終第7報)◆◆【M4.6】日本海北部 深さ370km 2015/02/08
01:40:09発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1C6L7hS

地震マップ @eq_map 
· 2月7日 
【M2.6】十勝地方 深さ101.7km 2015/02/08 01:25:05
(G)http://j.mp/1D87G79 (Y)http://j.mp/1DN9JvF

地震マップ @eq_map 
· 2月7日 
【M2.5】青森県東方沖 深さ3.4km 2015/02/08 00:18:19 http://j.mp/1zit2c9

https://www.youtube.com/watch?v=oaenYV4otdQ
戦場のメリークリスマス ライブ版
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
ものすごい簡単な話しですよね。

日本が、かつて、戦争であった時に、悲惨な経験をした人達が、今、生きてるから、

警告してる。しかも多くの人がね。「今の日本は戦争になる前と似てる。危ない。」

と言ってることじゃないのかな。それ以外ないよね。この状態は危ないと察知しない

とダメよね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
でも、こんな感じよ。威圧的な言い方するよ。

「おい。おまえだよ」とかね。権力を持ってるという事を勘違いしてる人が多いか

らね。警察も同じ。あっ！こんなツイートしてると逮捕されるよね（笑）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4時間 4時間前 
この報道を見て、びっくりしたんですけどね。

こういう流れになってるんですかね、もはや。　テレビでは「おい、こら、逮捕す

るぞ。パスポートをよこせ」とは、報道されてませんよね。

詳細（http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015020802000125.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/564420111272906752/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Ar-lK0r8hY0
和楽器による戦場のメリークリスマス

https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA
ジンタらムータ with リクルマイ - 平和に生きる権利 

https://www.youtube.com/watch?v=BshYg5BWUE4
El derecho de vivir 平和に生きる権利 

https://www.youtube.com/watch?v=XsimltGsNQg
上々颱風「いつでも誰かが」

　「　生きろ。　」

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日3:38
さらにまたぞろ、アベこべ政権が追及逃れの茶番劇。

日本の血税使ってキタさんに、ミサイル５発も

振る舞ってもらったんだってさ…(-_-#)
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（２月９日）　インド南東海岸は、スマトラ地震の津波が到達して死者が出ています。
そこに原発を作っています。

http://85358.diarynote.jp/201502091332484571/

『大雪で原発停止』スペイン／【原発事故】

＠【ロシアか中国？】〜地震も連発中！

2015年2月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
参照。

http://85358.diarynote.jp/201502090848173658

私の目には、大陸側のどこかで大ゴケした原発の汚染大気が、

「春一番」状態で日本海沿いに北上してきて、

北海道に乗り上げている…ように見えます。

地震マップ @eq_map 
· 2月7日 
◆◆緊急地震速報(最終第7報)◆◆【M4.6】日本海北部 深さ370km 2015/02/08
01:40:09発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1C6L7hS

地震マップ @eq_map 
· 2月7日 
【M4.6】ALBANIA 16.5km 2015/02/07 10:56:23JST, 2015/02/07 01:56:23UTC
(G)http://j.mp/1zYX0Hq (USGS)http://j.mp/1yRWDdk

地震マップ @eq_map 
· 2月6日 
【M4.9】EASTERN SICHUAN, CHINA 42.1km 2015/02/07 06:01:12JST, 2015/02/06
21:01:12UTC
(G)http://j.mp/16OBWIo (USGS)http://j.mp/1zgtszA

http://85358.diarynote.jp/201502091332484571/
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おまけBGM。
https://www.youtube.com/watch?v=5J4qQGCSBMo
ＴＭ　ＮＥＴＷＯＲＫ　live　／ Nervous ~ Kiss you / c-2

Lightworker @Lightworker19 · 2月6日 
ロシア政府「１２月３１日にフクイチ地下で核爆発。フクイチは最重要情報」福島原

発の地下でトリチウム濃度が２０倍以上に急増！　

http://bit.ly/1cX0f67

中田潤 @nakadajun5 · 2月5日 
ウクライナのクーデター直後、東芝は素早く現地に飛び、原発燃料の契約を交わした

　ロシアメディアは「危険なので一度は撤退させた東芝を再び招き入れることは欧州

、ユーラシア大陸の危機」と報道

http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150205003/20150205003.html …
外務相は渡航拒否せよ！

中田潤 @nakadajun5 · 2月5日 
岩井経済産業大臣政務官が「戦場」ウクライナに出張

http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150205003/20150205003.html …
ロシア製原発を東芝に支配させるための商談です！ロシア製原子炉にウェスティング

ハウス社製燃料を入れると、必ず事故は起きる！

ぽてを。 @potewo · 2月5日 
日本でも同じ事が起きるで。 RT rolelei 『大雪で原発停止』スペインで大雪と強風の
ため、原子力発電所バンデリョス２号機への電力供給がストップした。原発の安全シ

ステムが稼動した後、供給が停止した。

http://japanese.ruvr.ru/news/2015_02_04/supein-yuki/ …ロシアラジオ

Ugaya’s bot @ugaya_bot · 1月30日 
（これは月経新聞ではありません）　インド南部の東海岸、タミールナドゥ州は、ス

マトラ地震の津波が到達して死者が出ています。そこにソ連?ロシアとの契約でクダン
クラム原発を作っています。大量ハンストなど大反対が続いている

。http://japanese.ruvr.ru/2011/10/10/58475427.html …

原発いらない @genpatsu_iranai · 1月28日 
【原発NEWS】 #genpatsu Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜そこが聞きたい＞中国の原発増設
政策 張華祝氏 - 毎日新聞 http://ift.tt/15HaHye 中国での原発の歴史は３０年になります。
その間、フランス、カナダ、ロシア、米国の技術を取り入れて、発展させ...

https://www.youtube.com/watch?v=5J4qQGCSBMo
http://bit.ly/1cX0f67
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150205003/20150205003.html
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150205003/20150205003.html
http://japanese.ruvr.ru/news/2015_02_04/supein-yuki/
http://japanese.ruvr.ru/2011/10/10/58475427.html
http://ift.tt/15HaHye


Dukascopy News (JA) @FXS_Finance_JA · 2時間2時間前 
中国：原子力発電が急増、14年10-12月期は2割増 
http://www.dukascopy.com/fxspider/ja/m/4234506204758763767 …

Takeda/Koji(竹田　孝治) @Zhutian312 · 2月1日 
ん？10年後の我が家も？
★１０万円でも売れない“負動産”　ゴーストタウン化を招く「空き家予備軍」 （サンケ
イビズ） http://smar.ws/Q6d1s #スマートニュース
★インド・中国IT見聞録原発の隣に日本人街を作る？ http://bit.ly/wxj5sG

https://www.youtube.com/watch?v=_z4aWBmxESM
ＴＭ　ＮＥＴＷＯＲＫ　live　／　Don’t　let　me　ｃｒｙ　／　c-4
 

http://www.dukascopy.com/fxspider/ja/m/4234506204758763767
http://smar.ws/Q6d1s
http://bit.ly/wxj5sG
https://www.youtube.com/watch?v=_z4aWBmxESM


（２月９日）　韓国・釜山の原子力発電所で水素漏れ見つかる、「人体に影響なし」と
原発側—韓国メディア。

http://85358.diarynote.jp/201502091403487733/

【韓国】＝メルトダウン。

2015年2月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

ぅわ、こんなのまであった…。

特定亞細亞情報 @tokuteiasiainfo · 2時間2時間前 
新着: 【緊急速報】　韓　国　原　発　大　爆　発　ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!! 韓国原
発をクラッキングしたハッカーが原発破壊の声明を発表！！！！！

http://tokuteiasia.info/archives/33239

特定亞細亞情報 @tokuteiasiainfo · 2時間2時間前 
新着: 【韓国原発】雨で機能停止する韓国原発は大丈夫か…部品も偽造する安全意識、
それでも世界に輸出される現実 
http://tokuteiasia.info/archives/33217

特定亞細亞情報 @tokuteiasiainfo · 3時間3時間前 
新着: 韓国消滅ｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!! 韓　国　原　発　が　大　爆　発　！！！！！！!　韓国
原発が頻繁に停止する原因がついに判明！！！！！ 原発に使われてる部品がヤバすぎ

http://85358.diarynote.jp/201502091403487733/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502091403487733/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150209/85358_201502091403487733_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150209/85358_201502091403487733_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150209/85358_201502091403487733_3.jpg
http://tokuteiasia.info/archives/33239
http://tokuteiasia.info/archives/33217


るｗｗｗｗｗｗ 
http://tokuteiasia.info/archives/31056

4nwanelson 4@nwanelson · 18時間18時間前 
【放射線原因 がん認める】韓国 原発周辺住民に「画期的」判決
ポイントになったのは、原発周辺に住む人たちの甲状腺がんの発症率の高さ。ソウル

大が約３万６千人を対象に実施した調査では、原発から５キロ以内に住む女性の発症

率は…東京2/8 
https://twitter.com/4nwanelson/status/564378425968709632/photo/1

Yuri Hiranuma @YuriHiranuma · 2月7日 
韓国の新古里原発、年末にはこんなことになってたのか・・。

３人死亡の新古里原発ガスバルブ室、ガス警報機もなかった＝韓国 | Joongang Ilbo | 中
央日報 
http://japanese.joins.com/article/593/194593.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 2月6日 
韓国水力原子力古里原子力本部によると、３日午前３時２８分ごろ、新古里２号機

のタービン室内に異常が発生し、原発出力が８３％に引き下げられた

http://www.xinhuaxia.jp/social/60605 
水素ガス発生は燃料棒ジルカロイの崩壊＝メルトダウンしか考えられないが

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月5日 
名無し：2015/02/06(金) 07:17 ID:XXXXXXXX
韓国原発タービン室内で水素ガスが漏出

http://silversword.club/498/ 
#古里原発２号機で３日午前３時２８分ごろ

bellbelo99 @bellbelo99 · 2月5日 
韓国の新古里原発2号機で、タービン室内で水素ガスが漏れ出す事故が起こりましたが
、これは思った以上に深刻な事態の様です。新古里原発の1号機と2号機はアメリカ製
なので、韓国は原発の運用面でも問題有りです。

まゆ 084@mayu · 2月5日 
【韓国崩壊】韓国の原発でとんでもない事故が発生!!!! なんと水素ガスが漏れ出す!!!! 燃
料棒が破損した可能性大!!!!：News U.S. 
http://www.news-us.jp/article/413542075.html …

http://tokuteiasia.info/archives/31056
https://twitter.com/4nwanelson/status/564378425968709632/photo/1
http://japanese.joins.com/article/593/194593.html
http://www.xinhuaxia.jp/social/60605
http://silversword.club/498/
http://www.news-us.jp/article/413542075.html


a 2  · 0120111560@月5日 
韓国の原発でとんでもない事故が発生!!!! なんと水素ガスが漏れ出す!!!! 燃料棒が破損し
た可能性大!!!! 2ch「かなりやばい事故」「いつ爆発してもおかしくない状況」
http://www.news-us.jp/article/413542075.html …
日本への影響を考えたら笑い事じゃないぞ。

MIZUHO no KUNI @mizuho_no_kuni · 2月4日 
「水素って・・・」「まさか・・・」 ⇒ 【韓国】新古里原発２号機、タービン室内で
水素ガス漏出

http://ift.tt/1LLd18m /:image photo 
https://twitter.com/mizuho_no_kuni/status/562927180372799488/photo/1

釜山(プサン)情報 @busan_info_jp · 2月4日 
韓国・釜山の原子力発電所で水素漏れ見つかる、「人体に影響なし ...: 原発側によると
、水素が漏れ出した部分は3日午前3時28分ごろ密封処置が完了したが、発電量は従来
の83％に低下した。水素はタービン稼働時に発生した熱を... 
http://binged.it/18MGG24

日本の誇り @japansocialnews · 2月4日 
韓国・釜山の原子力発電所で水素漏れ見つかる、「人体に影響なし」と原発側—韓国

メディア（Record China） http://goo.gl/fb/AcOKmz
http://t.co/Lu4rGAkeQN

これだね。（－－＃）

札幌への風向きと位置関係。

間違いない…（＝＝＃）

https://www.youtube.com/watch?v=-OyDC57lGi0&index=37&list=PL289275082F4F1139
ALL-RIGHT ALL-NIGHT

思わず吹いた @Mersault82 · 2月3日 
ネット「韓国が違法捕鯨してるぞ。海犬さん出番だぞ」 シー・シェパード「？」 ネッ
ト「中国で児童ポルノ流通が深刻だぞ。アグネスさん出番だぞ」 アグネス・チャ
ン「？」 ネット「韓国の原発が又トラブルを起こしたぞ。反原発団体出番だぞ」 反原

http://www.news-us.jp/article/413542075.html
http://ift.tt/1LLd18m
https://twitter.com/mizuho_no_kuni/status/562927180372799488/photo/1
http://binged.it/18MGG24
http://goo.gl/fb/AcOKmz
http://t.co/Lu4rGAkeQN
https://www.youtube.com/watch?v=-OyDC57lGi0&index=37&list=PL289275082F4F1139


発団体「？」

https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
Let It Go - Behind The Mic Multi-Language Version (from "Frozen")

https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk&list=RDBS0T8Cd4UhA
Let It Go - Frozen - Alex Boyé (Africanized Tribal Cover) Ft. One Voice Children’s Choir 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日15:30
遭難なう。(・_・)エッ......?

バス乗り間違えて吹きさらしの地のはてで２時間待ちとか…？
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月9日16:10
歩いてバス通りまで出たなう。

(^_^;)
もうどうせだから、

このまま歩く！ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk&list=RDBS0T8Cd4UhA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（２月９日）　泊原発が、2015年2月9日未明から異常事態。大勢の道民が被曝する可
能性が高いです。

http://85358.diarynote.jp/201502092356062756/

北海道、被曝中。

2015年2月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
泊原発かウクライナか？説が有力のようですが、札幌在住の私の風向き体感からするとやはり韓

国原発です。

ここ数日の強烈な違和感と、

「半島の東南端で崩れた屋根材の下敷きになってる被災者」や

高線量過ぎて近づけない泥地に放置された数千の腐乱死体…のビジョンが、舞台が日本どなく韓
国だったなら、ぴったり一致して説明がつきます。(-"-;)

まぁ個人的に私は被曝量も少なく、現実放棄な良い休日でした。

報告は明日。

我が眠りし後にニュースよ来たれ！

┐(’〜`；)┌

おやすみなさい。

（２月１０日に貼り貼り。）

日本人を守りたい！日本人協會！ @prophet_eagle · 28分28分前 
北海道、泊原発事故か？泊原発地区、異常放射能数値！２４時間経つも、マスコミ、

政府、共に、沈黙中！！！http://linkis.com/ameblo.jp/daihatu-co/ERPeC … …

西田寛治 @westpapapapa · 2時間2時間前 
“@cmk2wl: 泊原発の昨夜のお漏らし…。腹ただしいのは、スパイクが確認された途
端に、測定を公表しなくなっていること。複数のモニタリングポストが検出している

のだから、危機の不具合ではないことは一目瞭然なのに、北電は線量の公表を打ち切

って隠蔽した。

ツイート消されてる？

http://85358.diarynote.jp/201502092356062756/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201502092356062756/
http://linkis.com/ameblo.jp/daihatu-co/ERPeC


つよし @ninja96651 · 12時間12時間前 
「北海道・放射線量　急上昇！」

⇒ http://amba.to/1z17AcA 
泊原発、その後。報道機関は沈黙、行政からの発表もなし。

アメーバブログ 
View this content on ameblo_staff’s website 
北海道・放射線量 急上昇！ 
北海道電力 泊（ とまり ）原発周辺の 泊村・共和町・岩内町など各測定ポイントで線
量が上昇。泊村茅沼共和町気象観測局神恵内村神恵内岩内町岩内参照

http://t.co/Zlj609ZCmb

yoyo@naha @orange519827 · 23時間23時間前 
泊原発の件で北海道は線量が上がってるみたいだしウクライナ原発でまた今日異常が

あり？ハンガリーもスパイクあるみたいだし・・もうこうやって世界の原発に翻弄さ

れる生活はいやなんですが。

葉茶 @mechako · 24時間24時間前 
泊原発のスパイクで、北海道の放射線量が10倍になった夜から明けて、娘にマスクを
させて登校させたけど、お迎え行ったら、鼻血の痕…(T_T)。娘が産まれて初めて鼻血
を出したのは、4年前の311の年の夏。それ以来の鼻血(T_T)。長男も朝、鼻血。こちら
は度々だから…だけど…。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2月9日 
緊急事態です。北海道電力の泊原発が、2015年2月9日未明から異常事態
http://twitter.com/ST0NES/status/564691766830321665 …
大勢の道民が被曝する可能性が高いです。

@hokkaido_w @AIRG_FM @sapporohokkaido
@PrefHokkaido【ごあいさツイート】

ＮＥＣＯＤＡＭＡ @xincosugui · 2月9日 
泊原発から、故意か事故かは不明ながら大量の放射能漏れ。

東海村での高濃度放射性廃棄物焼却といい、フクイチからの汚染を隠れ蓑にあちこち

でやりたい放題だな。

       
 

http://amba.to/1z17AcA
http://t.co/Zlj609ZCmb
http://twitter.com/ST0NES/status/564691766830321665


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日8:02
出た！光格子時計！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:39
これコピペ増えてるからね。

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


（２月10日）　韓国原発で放射能が少しだけ漏れる ⇒ 嘘でした ⇒ 当初発表より被曝
線量が10億倍·放射能が18倍増える。

http://85358.diarynote.jp/201502102204398580/

逃げろ、生きろ、今すぐ。

2015年2月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

 
大事な曲だから二度貼りましたｗ

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=FKV2oeS4vw8
Sami Yusuf - Forgotten Promises
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かじゅ @kajyu_03_14 · 6時間6時間前 
韓国原発で放射能が少しだけ漏れる ⇒ 嘘でした ⇒ 当初発表により被曝線量が10億倍·
放射能が18倍増える by 韓国の反応 - ホル韓ニュース速報「改」 
http://buff.ly/1zYbFnN

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:56

泊原発の「せい」にしたがってる人がいるみたいだけど、

それだと

共和町（泊原発直近だけど、山の陰）より先に

稚内（風直撃）が先に線量上がってる説明がつかなくなるんだよ〜ん…。

【コワレテイルのは、韓国の原発】です…

風向き変わったら西日本は全滅？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年2月10日19:58

騒いだところで、まだまだ「富山県の半分」。

「今すぐ健康に影響はありません」。…

「可及的速やかに」国外逃亡！

https://www.youtube.com/watch?v=qf7Y1hWDcus
ずっとウソだった （歌詞テロップ） 斉藤和義 

https://www.youtube.com/watch?v=F2tMHGXOl5M
H264_愛は死にますか 心は死にますか.MP4 (1983.12.28.　東京　人見記念講堂) 
（これのフクイチ映像バージョンがあったのにうっかり消してしまった…）

http://buff.ly/1zYbFnN
https://www.youtube.com/watch?v=qf7Y1hWDcus
https://www.youtube.com/watch?v=F2tMHGXOl5M


https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
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（2015年３月）
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奥付

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１５－２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年２月）
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