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（５月１日）　【海保の拷問（海中に頭を沈めた）による救急搬送事件に新証言】「意
識不明らしいぞ。死んだらまた連絡する」「やばい。溺死したかも。意識不明だ。」現
場の海上保安官発言。

http://85358.diarynote.jp/201505010906155186/

♪ 閃光弾を撃ちあげろ ♪…本日は【救援要請
信号】…
2015年5月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
おはようございます。０８：１４．

今朝の目覚まし音楽はこのへんで♪

https://www.youtube.com/watch?v=n87tkPKbXMo
Malavoi - Jou Ouvè 
何語だかも判っていないのですが、

（＾＾；）

ＣＤ何枚か持ってる、お気に入りの音楽です…

あと、その前に聴いてて気に入ったのが「simplify」 槇原敬之なんですけど…
（＾＾；）…悠宙舞に無いッ！

札幌は無風快晴。強すぎる陽射し。無暖房で室温１８℃。

…暑い…（〜〜；）…★

という以外の問題は少な目です。

線量も低め？（…たぶん…）

地震マップ @eq_map 
· 57分 57分前 
【M4.8】ASSAM - NAGALAND REGION, INDIA 10.0km 2015/05/01 04:21:18
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JcZUKk (USGS)http://j.mp/1bjCSWt
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cmk2wl @cmk2wl 
· 6 時間 6 時間前 
30日の東日本、関東は光化学オキシダントが広範囲でひどかった。
皮膚ガンの可能性があるような猛烈な物質が含まれているのに、環境基準値を超えて

いても、積極的に周知しない姿勢は非道だと思う。

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M4.6】日高地方 深さ30.3km 2015/04/30 23:54:20
(G)http://j.mp/1zgvPt1 (Y)http://j.mp/1dwYSik (アニメ)http://j.mp/1zgvPJK

おぉ。（－－；）なんか、

イタイ歌を拾ってしまった…
https://www.youtube.com/watch?v=kOPOsGmOHyw
麻枝 准×やなぎなぎ「Killer Song」

本日は【メーデー】つまり「遭難信号」なり…。
（－－；）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%BC_
(%E9%81%AD%E9%9B%A3%E4%BF%A1%E5%8F%B7)
＞メーデー（Mayday）は、音声無線で遭難信号を発信する時に国際的に使われる緊急用符号語。
フランス語の「ヴネ・メデ（venez m’aider）」、すなわち「助けに来て」に由来する。一般に人
命が危険にさらされているような緊急事態を知らせるのに使われ、警察、航空機の操縦士、消

防士、各種交通機関などが使う。「

https://www.youtube.com/watch?v=WhvONZPCtqE
麻枝 准×やなぎなぎ 「火吹き山の魔法使い」

…いやお嬢さん。それ単純に「家屋不法侵入／強盗殺竜」だから…★
　（〜〜＃）

https://www.youtube.com/watch?v=Sr3hyvjNp94
『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』 中文字幕

amaちゃんださんがリツイート 
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ジョージ @GeorgeBowWow 
· 27分 27分前 
【海保の拷問（海中に頭を沈めた）による救急搬送事件に新証言】「意識不明らし

いぞ。死んだらまた連絡する」「やばい。溺死したかも。意識不明だ。」現場の海上

保安官発言

琉球新報 2015.5.1
http://george743.blog39.fc2.com/blog-entry-2156.html … 
https://twitter.com/GeorgeBowWow/status/593921593396494337/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog 
· 31分 31分前 
『今年ガンと診断される人は去年より１０万人増加！　ガン患者９８万人〜死亡37万
人と予測を発表した。』

⇒ http://amba.to/1DNSaLn 
数字や統計は、いつか必ず表に出て来る。

その時に、驚愕のグラフが示される可能性が非常に高い。

国民は本当に目覚めるのであろうか？

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
４００億円の凍土壁より数分の1のコストで地下水を止めるという土木屋の言い分
http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/286.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
これ、2013年ぐらいから
ネットで大拡散してる新聞のデマですよね。　原発事故直後に「放射能汚染の事実」

を国民が言ったら「それはデマだ」と全国紙で報道している新聞。

この程度でしょ、新聞って。信用したら大変なことになる 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/593795292559843328/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
この指摘はパーフェクト。

水俣病と福島原発事故の共通点。２ちゃんねる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/593798990765797377/photo/1
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
ドローン事件を肯定する訳ではないけど、

「福島の土を官邸の屋上に落下させた事件」→官邸とマスコミは大騒ぎ

東電

「ドローン事件の何億倍もの放射性物質をまき散らす、原発事故を起こしても、巨額

の税金が投入され、２０１５年３月期の連結業績は、経常利益が前年比２倍の２０８

０億円です

https://www.youtube.com/watch?v=cOBOtlIf4VM
Titanic Original Ending Music
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月1日10:22
札幌はまだ今のところ平穏無事是名馬。(^_^;)
首都圏からの「まだ間に合う」健康状態の、

特に子連れ避難組のサポートを最優先で

お願いしますぅ…(^_^;)…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月1日15:52
個人的には、ぷち厄日と嘆くか小吉と安堵するかのビミョーな推移。(^_^;)
まぁ、線量低め。

ただし、変な頭痛と激眠と

「違和感」が継続中…(-"-;)

https://www.youtube.com/watch?v=cOBOtlIf4VM
http://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月1日16:04
水がおかしい。(∋_∈)
お気に入りのパン屋のパンが、むしろウランくらい入ってそうな不味さ…(ToT)
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（５月１日）　落ち着いて妄想に耽溺しまくって、まとめて書くだけの時間が欲しい
んだってば〜ッッッっ！

http://85358.diarynote.jp/201505020003584159/

金／ドル？

2015年5月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

金、獲る、かな…（＾＾；）？
https://kdp.amazon.co.jp/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1210/25/news065.html

せっかく脳内＋異次元？に、「無限に広がるネタ宇宙」があるんだから…
http://76519.diarynote.jp/?month=200603
（＾＾；）

やはり、「惑星外？被曝避難脱出」を試みるためには…（＾＾：）
資金調達ぐらいは「自力更生」の道を、探さないとだめよね…（＾＾；）…☆

cmk2wlさんがリツイート 
黒木睦子 @mutsukuroki 
· 10時間 10時間前 

『誰かやってくれる、　どうにかしてくれる、　どうにかなる。』

だれも何もしません。どうにもしてくれない、自分で動くしかありませんでした。

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
Csは神経にも取り込まれやすいですし。この最初の症状は基本人格の増強です。尊大
な人はより尊大になり神経質な人は余計に神経質になります。一方では不安が減り食

欲が増進し他人の感情への共感が減り時刻感が失われ、合理的思考ができなくなりま

す　http://amba.to/zvTXMO
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【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
tsuto @karrento 
· 2時間 2時間前 
身の周りで次々に知人、友人が旅立ち、体を壊す人も増え続けています。これが、福島の放射能

ではないにしても数が尋常ではないほど、若い人に影響が出ています。そろそろ身辺を整理し、

やりたかったことをしてみたり、悔いのない人生にしておきましょう。いつ死ぬか分からない国

になっていますので。

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
平和の中ですごしてください。イベントが起きる時にどこにいるべきかなどと悩まないでくだ

さい。恐れることは何もありません。皆さんが計画することは何もありません。自分の居場所を

確保するために宇宙船にダッシュする必要はありません。　http://bit.ly/PJPZ9q

https://www.youtube.com/watch?v=cWV74hvkuLY
久石讓 in 武道館       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月2日0:08
『我に時間を』の本を貼りたかったんですが、出せませんでしたｗ

落ち着いて妄想に耽溺しまくって、まとめて書くだけの

時間が欲しいんだってば〜ッッッっ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月2日0:08
寝ます。（ーー；）
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（５月２日）　目つき悪いし、余裕も無さげだし、まるで「昔の私」…☆★ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201505020831324728/

福島第一原発は散発的に臨界している模様／ ♪ こんなところじ
ゃ負けてられない ♪

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

https://www.youtube.com/watch?v=y6dOKW9NfDQ
go on /白石 蔵ノ介

お♪　o（＾ｗ＾）o　良い唄ひろった♪

おはようございます。

０８：００ジャストです。

個人的には心身好調。天気も良好。線量不明。

風は強めで、洗濯物は外干しです…♪

https://www.youtube.com/watch?v=lezkuxirNSk
白石蔵ノ介 - prayer 

…あ、（＾＾；）顔と性格は「好みじゃない」ぞ…ｗ
目つき悪いし、余裕も無さげだし、まるで「昔の私」…☆★ｗｗｗ

特務機関NERV @UN_NERV 
· 5時間 5時間前 
【地震情報 2015年5月2日】
02時47分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、
地震の規模はM4.3、最大震度1を北海道、青森県で観測しています。この地震による津
波の心配はありません。 
https://twitter.com/UN_NERV/status/594197719767339008/photo/1

ネットサポート @techuzie 
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· 8時間 8時間前 
【小惑星】05月02日に地球に接近する小惑星は4個です。一番近づく【2015 HQ171
】は、直径11m-25mの天体。時速33264kmのスピードで、46.08万km(地球〜月の距離
の1.2倍)へ接近。 #宇宙 http://ow.ly/9uLRe

https://www.youtube.com/watch?v=XNqs-w14E1A
妖狐×僕ss　キャラソン　太陽と月　反ノ塚連勝（cv 細谷佳正）＆雪小路野ばら（cv 日笠陽子）
　歌詞付き

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
福島第一原発は散発的に臨界している模様！？ (wantonのブログ) 
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/111.html …
散発臨界は事故直後から続いてきたが、問題は地下水に囲まれて爆発的臨界を起こす

かどうかだ

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
ウクライナの森林火災、チェルノブイリまで２０キロ、核廃棄物埋設処分現場まで５

キロに迫る！　/　火災で大気中に放出された高濃度放射能プルーム、ベラルーシのミ
ンスクへ向かう

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-f83f.html#more …

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
「福島原発の炉心は地下水と直に接触している、このことだけはわかっています。」

アーニー・ガンダーセン

cmk2wl @cmk2wl 
· 7 時間 7 時間前 
入市被曝。

救護活動、遺体処理、肉親探しなどで爆心地へ入り、残留放射線による被曝のこと。

https://twitter.com/cmk2wl/status/594175172531228673/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 

http://ow.ly/9uLRe
https://www.youtube.com/watch?v=XNqs-w14E1A
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/111.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-f83f.html#more
https://twitter.com/cmk2wl/status/594175172531228673/photo/1


· 9時間 9時間前 
2014年5月15日
(東京⇒福岡) 昨夜、口から血を吐いた。ヤバイ。左胸も痛く左半身の痺れ。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/197debf4721153a1320958617ea04502 …
★ＣＢＳニュース【鼻血は恐ろしい放射線病です】

　放射線病は鼻、口、歯茎および直腸からの出血の原因となり、さらに血を吐くよう

に

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 9時間 9時間前 
■岩国基地の地下に眠る核兵器

(1)原子爆弾完成品72本(2m×50cm)
　長崎級の30倍程度の威力
(2)アイソトープ弾頭580個(40cm×40cmの円柱)
(3)炸裂弾頭330個(40cm×30cmの卵形)
　弾頭当りの炸裂小弾数150個
　((新)日本の黒い霧)より

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
2012/05
福島県南相馬市内で発見された

超強力な放射能を持つ「黒い粉」が話題になったのは今年２月

「1kgあたり108万Bq」というケタ違いの線量は衝撃的
ところが、その「黒い粉」は東京都内の至るところに存在しているという

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ec49eb446f997c14ebde388f6647953d …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
チェルノブイリでの疾病調査に関わった専門家

「チェルノブイリにも『鉄の味』や『鉄の臭い』話す人が多かった」

もっとも顕著だったのは

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/197debf4721153a1320958617ea04502
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ec49eb446f997c14ebde388f6647953d


「鉄の味がする水を飲んだ」という経験談

この経験をした人の８７％は

被曝によるとみられる疾病を発症

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
"@cmk2wl :
核施設の労働者が不可解にも

亜鉛65による汚染を受けている診断

その後彼は太平洋のカキ養殖場のカキを

食べたことが確かめられた

このカキ養殖場は原発から400キロ
亜鉛65は養殖場で20万倍に濃縮

生物組織おいては何千、何万倍という濃縮計数がありうる"

https://www.youtube.com/watch?v=p5GxXYR78mE
the GazettE　『PLEDGE』

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
オバマ発言：「沖縄に駐留する海兵隊のグアムへの移転を前進させることを再確認

した」

↓

通訳：「沖縄の普天間基地の移転について、より柔軟に対応したいと思います」

http://www.asyura2.com/15/senkyo184/msg/148.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
「イスラエルが実行支配しているゴラン高原にボディーが運ばれたとなると、いった

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514
https://www.youtube.com/watch?v=p5GxXYR78mE
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いISは誰が作ったの？」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17251.html#readmore …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 9時間 9時間前 
「まさか？」という事が、次々と起こってますよね

「まさかマグニチュード９の巨大地震は起こらない」→起こった。「まさか巨大津波

なんて起こらない」→起こった。「まさか日本の原発で事故など起こらない」→４基

も爆発した。「まさか噴火で原発事故はない」「まさか戦争なんて起こらないよ」→

？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 8時間 8時間前 
Ryuichi Sakamoto 
MERRY CHRISTMAS MR. LAWRENCE
映画「戦場のメリークリスマス」（サウンド トラック：40分40秒
：https://www.youtube.com/watch?v=_k-3snguhTw …）

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
海保の行為は、完全に一線を超えた特別公務員暴行陵虐罪レベル

承知でやってるから顔を隠して特定されないようにしてる

これは海上保安庁という役所がやれる範囲ではない

明らかに政治的軍事的意図をもった思想集団による行為である

背後には日本会議軍事部隊がいるはずだ

これは戦争なのだ 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
「「先の戦争を痛切に反省」しつつ「次の戦争を準備」なのか、安倍首相。：鈴木　

耕氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17252.html#readmore …

https://www.youtube.com/watch?v=NlB6fmRce_g
MUCC　『ニルヴァーナ』

http://sun.ap.teacup.com/souun/17251.html#readmore
https://www.youtube.com/watch?v=_k-3snguhTw
http://sun.ap.teacup.com/souun/17252.html#readmore
https://www.youtube.com/watch?v=NlB6fmRce_g
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（５月２日）　※エルさんの転生史※

http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/

「ヌサルディ・エルの唄」（違っ

2015年5月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
https://www.youtube.com/watch?v=1eh2FtRGrqg
EPIC - Ancient Cry (Celtic Female Vocal) 

※エルさんの転生史※

★両生類族〈いちばん弱い〉

　http://76519.diarynote.jp/200604202342580000/

★白熊母の双子のカタワレ（もう一方は「私」）

★白猫〈まりか〉

　http://76519.diarynote.jp/200612012316480000/

★巫女エレ（ミイラ化）

　http://85358.diarynote.jp/201503240901357321

★無理なテンソクが原因で死んだ皇妾候補の娘（中国）

https://www.youtube.com/watch?v=rSTXX_dWcuE
假如愛有天意《愛すれば愛するほど》《鋼琴 / Piano》New Age Music 輕音樂 

★中越国境？古代文明の白獅神巫女

（＞イマココ！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月2日20:13
ベトナム国境近くの中国領に、巨石文明なんかあったっけ？

？(^_^;)？
シャンバラとかシャングリラ？

…むしろボロブドール系…？

http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150502/85358_201505021455544606_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1eh2FtRGrqg
http://76519.diarynote.jp/200604202342580000/
http://76519.diarynote.jp/200612012316480000/
http://85358.diarynote.jp/201503240901357321
https://www.youtube.com/watch?v=rSTXX_dWcuE


…(・ω・;)(;・ω・)…

…エルさん今度は
なに企んでるの〜…？
┐(’〜`；)┌

（カミサマ公認…？）

https://www.youtube.com/watch?v=p5fk9PKeyW8
Celtic Spirit - Lyra (Ta Muid) 

★白嶺国王

★サタナクラの女奴隷

★エレオノーラ（アドリの母）

　http://85358.diarynote.jp/201504232215242462/

★杉谷好一（＠＠；）

　http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/

★サキ・ラン＝アークタス

　http://76519.diarynote.jp/200702100033140000/

★ライア（＝黄金少女神）

★ラス・ラ・エル

★エル（大堕天使ルーセフ・エル・シャッダイ）（＊アダナよ!?）

★ハラエ（女神）

https://www.youtube.com/watch?v=p5fk9PKeyW8
http://85358.diarynote.jp/201504232215242462/
http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
http://76519.diarynote.jp/200702100033140000/


…まだあるなぁ…（＾＾：）…

https://www.youtube.com/watch?v=-Trj9jjlVMg
Elysion〜樂園幻想物語組曲〜05 エルの肖像 

https://www.youtube.com/watch?v=y61Qz8eSL2U
華魂_Chinese Spirit 

…うわ、あった。中国古代「巨石」文明…！？
https://www.youtube.com/watch?v=TIr64Np5rQM
PYRAMIDS IN CHINA: ANCIENT LOST SECRETS (HD History Documentary)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月2日20:13
ベトナム国境近くの中国領に、巨石文明なんかあったっけ？

？(^_^;)？
シャンバラとかシャングリラ？

…むしろボロブドール系…？
…(・ω・;)(;・ω・)…

…エルさん今度は
なに企んでるの〜…？
┐(’〜`；)┌

（カミサマ公認…？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日0:11

https://www.youtube.com/watch?v=-Trj9jjlVMg
https://www.youtube.com/watch?v=y61Qz8eSL2U
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寝ます寝ますッ（＾□＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日15:13
テンソク娘の名前は

雰囲気で勝手に「蕾凛」。(^-^)
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（５月２日）　狂気というよりもホラー。ホラー映画の現実に住んでいるようですよ

http://85358.diarynote.jp/201505022322019763/

大地が３mも動いたんだぜ／今は99ベクレル/kgの汚染物をス
ーパーの食品棚に並べて売ることができます。

2015年5月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
おばんです。

２２：３７。（＾＾；）

情報チェックしたら、前項で少し遊んでから寝ます…

https://www.youtube.com/watch?v=zcvK4p8v6eA
ミクの歌う・お葬式の歌 「わたしそこにいる」

Lightworker @Lightworker19 
· 4 分 4 分前 
【拡散】yamayossi 福島のお悔やみ欄 享年が異様に若い
http://bran7.net/archives/41014

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
まあ、高濃度に汚染されたキノココーナーがあっちゃこっちゃにあるのが東京のス

ーパーの現実ですから。狂気というよりもホラー。ホラー映画の現実に住んでいるよ

うですよ。　http://bit.ly/1kBRjbZ

こうマバ＠人生は生き抜くことに価値がある @osoujipan 
· 4 時間 4 時間前 
こんな人参はじめて見た。

https://twitter.com/osoujipan/status/594450898849411073/photo/1

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 13時間 13時間前 
名無し：05/02 08:24
おまえら、そんなもん安心して食えるのか？食いたいのか？

http://85358.diarynote.jp/201505022322019763/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505022322019763/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150502/85358_201505022322019763_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zcvK4p8v6eA
http://bran7.net/archives/41014
http://bit.ly/1kBRjbZ
https://twitter.com/osoujipan/status/594450898849411073/photo/1


http://bran7.net/archives/26876 
ここ福島米かよ…………
#カツ丼かつやの米は福島産しかも南相馬の隣町の新地町産

えみ母さんがリツイート 
佐藤龍一 @RyuichiSato 
· 5月1日 
もしもネパールに原発があったら、さらに酷い地獄を見たことだろう。大地が３mも動
いたんだぜ。あり得ないことを考える想像力が必要だ。

えみ母さんがリツイート 
枝元なほみ(脱原発に一票) @eda_neko 
· 5月1日 
ねーねーオスプレイはいつ使うのでしょう？

いまのネパールの山の村に 荷物をたくさん積んで垂直に降りれたりはしないのでしょ
うか？

日本、なんだか他所よりもずうっと高い値段でオスプレイ買ったんじゃなかったで

したっけ？どうなんでしょう、飛ばせないの？

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 4月30日 
名無し：05/01 05:35
手の甲や膝にぽつっと雨(点)が当たる感覚がしてふいてもずっと水が着いているような
ペン先で突つかれてるような。カナリアの人のブログに同様な記述があって、これっ

てやっぱりそうなんだ、と…目の異物感や顔の痒みを感じたら地元のグラフ数値が
上がってた、と…

えみ母さんがリツイート 
うちゃか @sayakaiurani 
· 4月28日 
「戦争が始まった時なんてわからなかつた。『戦争』なんて言葉は全く使わなかった

。あとで考えてみたら『あ、あの時戦争の中にいたんだ』そういう感じ」と祖母にも

聞いた。戦争は『戦争』という言葉を使わずにやってくる。

cmk2wlさんがリツイート 
francisco @sedzir 
· 2月14日 

http://bran7.net/archives/26876


シツコクおさらい。発災前までの100ベクレル/kgの放射性廃棄物の適法な保管のし
かた。危険な為、ドラム缶に密閉して居室と隔離された建屋に置かないといけません

。今は99ベクレル/kgの汚染物をスーパーの食品棚に並べて売ることができます。

https://www.youtube.com/watch?v=z_9tlzHEK7k
おそうしき　DABO 

ネットサポート @techuzie 
· 8分 8分前 
【月】まもなく #ボイドタイム (23:03) です。★05月03日（10:47）までは重要な決断
は待ちましょう http://ow.ly/mzfrX (ソルフェジオ周波数) #solfeggio

https://www.youtube.com/watch?v=A-nC9h594WE
Resistance/TMNetwork
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日4:55
心悸コウシン。

なんだコレ？ヽ（・＿・；）ノ
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（５月３日）　富士山の神様は室町時代は赫夜姫/カグヤヒメという少女の神様が祀ら
れていたんだよね。

http://85358.diarynote.jp/201505030824351684/

続・「ヌサルディ・エルの唄」…（＋３）
2015年5月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

昨日のこれの補足。（＾＾）

http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/
「ヌサルディ…」は、ＵＫルグィンの短編のタイトルです…☆
（所収『風の十二方位 』早川書房 発売:1980/07/31 1,231円 ）

ちなみに「白獅神」は「白熊さん」＝「黄金虎神」の転生体らしいです…☆

https://www.youtube.com/watch?v=aYyvC9dMLyE&list=PLA5F6C892E35F72B2
Elysion 〜樂園幻想物語組曲〜01 エルの楽園 [→ Side：E →] 

まだちょこちょこ書き足してますが…（＾＾；）

昨日「私」が補佐しちゃったせい？で、中越国境〜崑崙山脈あたり？で、

いつの時空のことか知りませんが、ものすごい白浄光が、望見されたことかと思います…

歴史？や地球環境にどう干渉したのかは、知りません、責任もとれません…☆

　？ｗ（＾□＾；）ｗ？

https://www.youtube.com/watch?v=bhWvRfxz83U&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=3
Elysion〜樂園幻想物語組曲〜03 エルの絵本【魔女とラフレンツェ】 

＞流転こそ万物の基本

＞流れる以上、時もまたしかり

http://85358.diarynote.jp/201505030824351684/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505030824351684/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4150103992/
http://85358.diarynote.jp/201505021455544606/
https://www.youtube.com/watch?v=aYyvC9dMLyE&list=PLA5F6C892E35F72B2
https://www.youtube.com/watch?v=bhWvRfxz83U&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=3


…うわぁ☆（＾＾；）★　これ、まんま「リステラス」と「同じ話」だ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=RIzBtaxSM0I&index=4&list=PLA5F6C892E35F72B2
Elysion〜楽園幻想物語組曲〜04 Baroque 

…わはははは…ｗｗｗｗｗｗ

これは「私」の唄だ…ッ

名前まで、「エリス」…！！！！！
　！（＠＠；）！

…「彼女」がエルじゃなくて、「狼さん」な気がするけど…☆

 

検索おまけ

https://www.youtube.com/watch?v=uuH57QEnYbo
蔡楓華 滂沱大雨

https://www.youtube.com/watch?v=Y1rR8v687iE
【吹奏楽】エル・クンバンチェロ

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日8:56
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
「キロワット/時」あたりのコスト、なんと、たったの２セント！　脅威のスーパー電池を開発　
それも家庭、工場、発電所で使用可能　/　米「テスラ」社が発表　名づけて「テスラ・バッ

https://www.youtube.com/watch?v=RIzBtaxSM0I&index=4&list=PLA5F6C892E35F72B2
https://www.youtube.com/watch?v=uuH57QEnYbo
https://www.youtube.com/watch?v=Y1rR8v687iE
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テリー」　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-32c1.html#more … 
（＾＾；）

参照：『月を売った男』(1964年) (創元推理文庫)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日12:06
火山たん @volcano_tan 
· 24時間 24時間前 
富士山の神様は現在ではコノハナサクヤヒメとされているけれど、それは江戸時代から出てきた

考え方なんだよね。それ以前の、室町時代くらいでは赫夜姫/カグヤヒメという少女の神様が祀ら
れていたんだよね。この変化の背景には本地垂迹思想と廃仏論の対立があるみたいなんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日12:07
火山たん @volcano_tan 
· 5月4日 
地熱の活用で有名なのは温泉とかだけれど、伊豆諸島の青ヶ島では噴気の出てくるポイントが「

ひんぎゃ」と呼ばれて、熱を使った調理などに使われてきたんだよ。この熱を使って海水を蒸発

させて塩が作られたりしているんだよね。

 

http://85358.diarynote.jp/
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（５月３日）　ものすごい白烈光が視えます。惠瑠さんは自信満々です…

http://85358.diarynote.jp/201505031500515246/

脳ベクレるにも程がある…(-_-#)
2015年5月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

この数日ますます悪化している全国の脳ベクレ。(-_-#)

いわき市４０代働き盛りは知的障害があるのかと思ったくらいロレツが回ってないし、福岡は明

らかに高次脳機能障害を発症している６０代７０代が多すぎる。(∋_∈)

関東東北は急死急病と交通麻痺が問題のようだが、

東海以西はむしろこれから、

衝動殺人が増えるんじゃないか

と思う…(‾○‾;)

        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日15:11
北海道の線量グラフの０.001μの変動が、「体感」できちゃう自分が恨めしい…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日20:14
地震が凄いねぇ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年5月3日20:56
札幌は北風です！o(^-^)o
空気清涼！(^o^)／

…中越国境がこんなに気になるのはどうしてでしょう？
(・_・;)
ものすごい白烈光が視えます。

惠瑠さんは自信満々です…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日21:19
私が帰宅した途端、ものすごい南風に戻りました…(‾○‾;)
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（５月３日）　エルの天秤。

http://85358.diarynote.jp/201505032257135621/

「浦河沖にМ５〜６の地震が来るかもしれないから警戒せよ」

「どう見ても被曝症状だ。白血病の症状ですよ。」

…カネが必要／今すぐサヨウナラ…（〜〜；）…

2015年5月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-08jTnZ6ErM&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=7
Elysion〜楽園幻想物語組曲〜07 エルの天秤 

図２のオレンジ多重丸のところに何があるか、知ってる…？？

地震マップ @eq_map 
· 20分 20分前 
◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆【M5.1】台湾付近 深さ10km 2015/05/03 22:08:58
発生 最大予測震度2 http://j.mp/1I45Uqc

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 30 分 30 分前 
津波。

今日の深夜、八丈島近海の地震で「神津島」などで津波が発生し、島内の津波注意報

のアナウンスが、けたたましく流れたと、知り合いからメールが来た。津波は「50cm
：大人のヒザ」ぐらいで危険。　腰まで浸かったら、大人でも確実に流されます。津

波の高さ50cmを舐めると大変な事になる

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 
５月３日１８時００分発表

「箱根山：火山の状況に関する解説情報：４月２６日１４時頃から大涌谷付近から神

山付近の浅い所を震源とする火山性地震が増加（中略）今後、大涌谷付近では規模の

http://85358.diarynote.jp/201505032257135621/
http://85358.diarynote.jp/201505032257135621/
http://85358.diarynote.jp/201505032257135621/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505032257135621/
https://www.youtube.com/watch?v=-08jTnZ6ErM&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=7
http://j.mp/1I45Uqc


小さな噴出現象が突発的に発生する可能性があります」

ネットサポート @techuzie 
· 4時間 4時間前 
【InDeep】ネパール大地震での上層大気圏に変化から見る「地震の原因は宇宙にある
」こと。そして、恐怖からの解放について「倉田百三氏との苦痛の同体験」

http://tinyurl.com/lquzhty

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M5.1】CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2015/05/03 13:17:40 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1AvMfcp (USGS)http://j.mp/1GGNOXh

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M5.0】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 42.4km 2015/05/03
13:02:52 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1IAVdMs (USGS)http://j.mp/1zFfvTb 

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 15時間 15時間前 
@tokaiamada ロシアの地震予知サイト「浦河沖にМ５〜６の地震が来るかもしれない
から警戒せよ」　https://archive.is/Sq3mw

https://www.youtube.com/watch?v=7lI94P-CN2w&index=9&list=PLA5F6C892E35F72B2
Elysion〜楽園幻想物語組曲〜09 エルの絵本【笛吹き男とパレード】

cmk2wl @cmk2wl 
· 35 分 35 分前 
イカ釣り漁船なんかじゃないでしょ。

建屋の横幅は約50メートル。それよりずっと遠方にあってあの大きさなら、100メート
ル以上はあるんじゃない？イカ釣りの明かりは真っ白。あれは黄色い。

cmk2wl @cmk2wl 

http://tinyurl.com/lquzhty
http://j.mp/1AvMfcp
http://j.mp/1GGNOXh
http://j.mp/1IAVdMs
http://j.mp/1zFfvTb
https://archive.is/Sq3mw
https://www.youtube.com/watch?v=7lI94P-CN2w&index=9&list=PLA5F6C892E35F72B2


· 1時間 1時間前 
2015年5月1日
アイオワ州で、鳥インフルエンザの流行で「非常事態」。1600万羽産卵鶏の殺処分。
アメリカで最大規模らしい。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
キノコの放射能汚染について、あたかも関東東北が少なく静岡長野が多いように描か

れているが、これは関東東北各県が汚染を隠蔽矮小化しているだけのこと

http://www.whitefood.co.jp/news/foodmap/3064/?
utm_source=radiation&utm_medium=email&utm_campaign=map20150503csmap01 …

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
1号機側のカメラはなんでもなかったのに、4号機側でおおきな縦揺れでした。
やはり地下で何か起きているのだと思います。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
ふくいちライブカメラ。おおきな揺れがあります。いまみてください。

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
「わたしたちが見つけているものは、人間の肺組織に留まるとても小さな顕微鏡サイ

ズの微粒子なのです。日本政府は実質的にその被曝を語っていません。20キロ圏や30
キロ圏内で健康への影響は重大ですし、何十年もつづくでしょう。」アーニー・ガ

ンダーセン

cmk2wl @cmk2wl 
· 12時間 12時間前 
暑い季節。家の中で裸足にはならないほうがいい。足の裏に付着した粗大粒子は、か

なり長時間付着したまま。

それが放射線を出すベータ核種ということも、かならずある。

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
5月3日8:00

http://www.whitefood.co.jp/news/foodmap/3064/?utm_source=radiation&utm_medium=email&utm_campaign=map20150503csmap01


千葉県銚子のアメダスは、15時間連続の湿度100パーセントを記録しました。
被曝量はいったいどれだけになるのか…。 

amaちゃんださんがリツイート 
高岡　滋 @st7q 
· 2012年1月10日 
2011年4月、車のエア・フィルターをレントゲンフィルムに感光させたもの。シアトル
と比較した東京の空間線量は2倍未満だが、東京では酷く汚れており、福島はそれ以上
。シーベルトやベクレルの数字だけでは放射性物質の怖さは分からないのだ。 
https://twitter.com/st7q/status/156746011686080512/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=1c_ChY9G1D8
soundhorizon - Yield 

neko-aiiさんがリツイート 
machiko hollifield @mhollifi1949 
· 2013年8月21日 
福島市では最高気温が２０度に満たないのに熱中症患者が沢山でてる。中には重傷

者も。 
こんなことは２０１１年からでその前は無かった。 
本当に熱中症だろうか。 
過呼吸。嘔吐。吐血が特徴。 
どう見ても被曝症状だ。白血病の症状ですよ。 
http://onodekita.sblo.jp/article/69110500.html …

http://www.kakehashi.or.jp/?p=11462
＞モニタリングポストは、毎日がミニ核戦争の中で、それが設置されてる地域の救命胴衣のよう

なものです。数値の改ざん、その周囲だけ除染しておくなど姑息なことはあっても、万が一、行

方不明になった核燃料が爆発でもしたり、あるいは地中からガスをふきあげたりして、異常が

起こった時、いちばんはじめに数字でとらえる、あるかないかわからない国のせめてもの責任の

一端のはずなのに。

　それさえも、外してしまうと。

この発想の異常さにあいた口がふさがりません。

https://twitter.com/st7q/status/156746011686080512/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=1c_ChY9G1D8
http://onodekita.sblo.jp/article/69110500.html
http://www.kakehashi.or.jp/?p=11462


https://www.youtube.com/watch?v=3VCCuM8uQS8
Sound Horizon Elysion - Rakuen Parade e Youkoso
 
　

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日23:06
飯山一郎 @iiyama16 · 4月29日 
「0.3〜0.4（μSv／ｈ）は、都内では普通の数字です」と、テレ朝のスーパーJチャンネルが“真相”
を言ってしまった。フクイチは、やはり、只事ではない事態になっている！と考えるべきだろう

。（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss04291 …

Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 4月29日 
フクイチが再臨界しているからといって、数千万人の居住者を西日本に移住させることは無理。

北風が吹いて少しくらい放射性ガスが流れてきたって、「首都圏民はなんとか暮らしてゆけよｗ

　全員即死するわけじゃないしｗ」というのが政府の立場。なにせ、手の打ちようがない状態が

未来永劫続くわけで

https://www.youtube.com/watch?v=3VCCuM8uQS8
http://85358.diarynote.jp/201505032257135621/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150503/85358_201505032257135621_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150503/85358_201505032257135621_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150503/85358_201505032257135621_3.jpg
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5月3日23:07
０５

０７

８８８…（＾＾；）…

寝ます…☆

（すごい不吉な突風！不吉な満月…！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日23:14
ガイア・ラブサン @soratobubanza · 4月25日 
「死者が日々増えている。異常だ！」という話が口コミやツイッターから流れてくる。フクイチ

から濃密で重い水蒸気が首都圏にも流れ込んだという情報も…。とてつもない異常事態が迫って
いる。（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss04231 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4月24日 
つまりね、311前まで、日本政府はM6.5の直下型地震だけを想定内とし、それ以上の地震で原発が
破壊されたなら「想定外地震、やむをえなかった」として責任逃れをする体制だった

３１１ではフクイチで、実際に「想定外だからやむをえない事故」

と公然と弁明した

まさに、これは日本政府の犯罪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日23:32
パソコン壊れた…！(ToT)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月3日23:41
０５

０７
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９００…治った…（＾＾；）…？

寝ます☆

 



（５月５日）　1杯の紅茶や緑茶で30分以内に脳が活性化。

http://85358.diarynote.jp/201505051221014161/

…（＠＠；）…お、大神が、出たぞ〜ッッッ！
2015年5月5日 りす＠齧歯類。

　

カラパイア @karapaia 
· 38分 38分前 
【RT2600UP】 でかかわいい！オオカミと犬のハイブリッド、「ウルフドッグ」が二
足立ちすると想像以上に巨大だった。 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52181723.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/595416406642061313/photo/1

…（＠＠；）…

さいきん私の「夢」に居着いているのは、まさにコレですね…☆

カラパイア @karapaia 
· 18時間 18時間前 
【RT1000UP】 こんな猫が欲しかった！通常比30倍くらい増しの超巨大猫のいる暮
らし http://karapaia.livedoor.biz/archives/52098879.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/595150886562713600/photo/1

こっちは銀英伝ネタですねｗｗｗ

カラパイア @karapaia 
· 3時間 3時間前 
カラパイア : 1杯の紅茶や緑茶で30分以内に脳が活性化。カモミールティーにはガンの
リスクを減らす効果も（英研究） 

http://85358.diarynote.jp/201505051221014161/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=15
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52181723.html
https://twitter.com/karapaia/status/595416406642061313/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52098879.html
https://twitter.com/karapaia/status/595150886562713600/photo/1


http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191256.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/595378631301410816/photo/1

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191256.html
https://twitter.com/karapaia/status/595378631301410816/photo/1


（５月５日）　そして人類として輪廻することを選んだ。その利点は自分たちがどこか
ら来たか忘れてしまうことにある。

http://85358.diarynote.jp/201505051321091091/

「創作ネタ帳」。…（－－；）…
2015年5月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (11)
　

＠１２：３４〜…（－－；）…
https://www.youtube.com/watch?v=bRQiaRrNbCY&index=5&list=PLf-_0-
lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg
Geinoh Yamashirogumi - Chaos 

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
世界の過去1000年間に起きた戦争をビジュアル化した映像
だんだん激しくなっていく。

https://www.youtube.com/watch?v=3AiYxta0pU8 …
ヨーロッパは血の気が多いね。

ワルキューレの騎行、いいですね。 なにかの小説のたとえですが 「戦争はヨーロッパ
の風土病」だと。

＞http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/

カラパイア @karapaia 
· 5月3日 
【RT200UP】 新たなる超大陸 「アメイジア大陸」形成が進行中。地殻プレートの活
性化とネパール大地震に関連性（オーストラリア研究） 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52190912.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/594836316174422016/photo/1

＞http://76519.diarynote.jp/200610110107470000/

http://85358.diarynote.jp/201505051321091091/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505051321091091/
https://www.youtube.com/watch?v=bRQiaRrNbCY&index=5&list=PLf-_0-lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg
https://www.youtube.com/watch?v=3AiYxta0pU8
http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52190912.html
https://twitter.com/karapaia/status/594836316174422016/photo/1
http://76519.diarynote.jp/200610110107470000/


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 14時間 14時間前 
知られざるヒバクシャ　劣化ウラン弾の実態

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f3414bce999127b2fa23aee589c0c6e1 …
イラクの人々

多くの市民や子供達が癌や白血病などで命を落とし

ある病院では１９９９年８月の１ヶ月間に

６７人の無脳児などの先天性異常をもった赤ん坊が生まれ

その多くは死産か極めて短命だった

＞http://76519.diarynote.jp/200611060052080000/

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 21時間 21時間前 
外国人の友達に「大学卒業後にすぐ会社で働くなんてクレイジーだ。どうして１年か

けて世界を旅しない？

←企業利権と大金持ちのボロ儲け、資産集中だけが価値と考える、安部晋三ら自民と

の人間のクズどもと比べて、人間の成長を価値と考える、まともな社会の違いが鮮明

に分かりやすいフレーズ

＞http://76519.diarynote.jp/200706040223340000/
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:05
 
War Is Overさんがリツイート  
リーガン美香 Mika Regan @Mika_Regan 
· 5月4日 
さっきのRT、嫌われないためにセクハラを受け流すたびに「魂が死んでいく」って、感じたこと

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f3414bce999127b2fa23aee589c0c6e1
http://76519.diarynote.jp/200611060052080000/
http://76519.diarynote.jp/200706040223340000/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


の無い女性はいないと思う。それに対する男性の「もっと面の皮を厚くしろ」メンションにも驚

いた。言ってもわかんない人達っているんだな、とゲンナリ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:06
War Is Overさんがリツイート  
一ノ瀬修一 @ichinoseshu 
· 4月28日 
@ichinoseshu ドローンを官邸に飛ばした容疑者が作った

とされているFC2サイトのブログ記事は、

昨年から書き込んでいる日付になってるけど

記事に掲載されている写真のタイムスタンプを見ると

殆どが今年の3月に作成されていたことが確認された。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:07
War Is Overさんがリツイート  
今一生 @conisshow 
· 16時間 16時間前 
力を欲しがるのは、若くて世間知らずなマッチョな男だけ。彼らもやがておじいさんになる。足

腰が立たなくなり、射精もできなくなり、認知症にもなるだろう。その頃に軍備増強なんて主張

したら、弱い自分が真っ先に死んでしまうと、そこで初めてピンと来るんだろうな。力より大事

なのは愛に決まってる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:10
…どぉりで巴里にはどうしても「棲みたくない」わけだ…
ｗ（－－；）ｗ
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War Is Overさんがリツイート 
くららん @kurararan 
· 4月19日 
本日、琉大教授２人にお会いして、色々お話できた♪

一人の方は海外の学会によく発表にいかれるそうだが、世界で核汚染のひどい地域が３ヶ所ある

のだそう。。

１つはキエフ、もう一つは東京（この２つは分る）。残りの一つはなんとパリだそうだ。。

何でもセーヌ川上流の原発が問題らしい。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:18
War Is Overさんがリツイート  
史上最強のニュース速報 @SAIKYONEWS 
· 17時間 17時間前 
4期連続最終赤字のアレバ、仏政府が救済へ 原発専業岐路 - 日本経済新聞
http://s.nikkei.com/1Pim6o7

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:29
Lightworker @Lightworker19 
· 49 分 49 分前 
そして人類として輪廻することを選んだ。その利点は自分たちがどこから来たか忘れてしまうこ

とにある。そうすれば、オリオンなどのネガティブ・グループの探索から逃れることができるか

らだ。地球上ではそういう状態が数十万年続いた。これがムーの文明。http://bit.ly/tI4OUb

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:33
Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
ビル・ゲイツが軽井沢に邸宅を建てているのは、「2022年にはイスラエルが消える」から。軽井
沢に出来るゲイツの別荘は完全・完璧な核シェルター構造。http://bit.ly/ShXEqc
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:36
…エルさんは大堕天使サマなんですけど…（＾＾；）…☆

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
どうか天使に声をかけて手助けをしてもらってください。私たちが手を貸すにはあなたの許可が

必要です。そう思っていなくても、あなた自身が主人公なのです。　http://bit.ly/Vir5jg

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:39
Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
アトランティスが沈む迄には、何ヶ月もかかりましたが、この命令が、最終的な打撃となりま

した。それが、本格的な狼煙となりました。地球の‘第2の月’ は、ある日、バラバラに吹き飛んだ
のです。　

http://bit.ly/1tXgXq3

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日18:05

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 36分 36分前 
岡本太郎　@okamoto_taro_bt 
　

ぼくは口が裂けてもアキラメロなどとは言わない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日18:17
こうマバ＠人生は生き抜くことに価値があるさんがリツイート  
木葉功一 @kibakoichi 

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


· 22時間 22時間前 
「人間というのは、最初は抵抗していても、何度も繰り返し否定されていくうちに、抵抗が無駄

だと学習してしまう。そのうち、否定されなくても最初から自分の存在を主張しなくなり、自分

の気持ちや存在がなくなっていき、自分でさえも自分という人間がいないものとして行動するよ

うになっていく」＞

 



（５月５日）　脳は一回細胞が完全に死滅すると再生はしません。努力したところで脳
は回路を変えて対応するだけで、なくなった部位の機能は二度と取り戻せません。

http://85358.diarynote.jp/201505051825067647/

「２０１９年に存在しうる音楽」／トリチウムが雹の原因になる

のは大気中核実験の1960年代に判明していた …TOKYO崩壊。

2015年5月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=zdSjCBUg8yY&list=PLf-_0-
lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg&index=21
Akira (アキラ) Sound Clip by Geinoh Yamashirogumi (1/2) 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 9 分 9 分前 
日本人が、既に絶滅危惧種に

なってることを

いちばん理解してないのは

日本人自身だ。

福島原発から、

水蒸気が今もモクモクと吹き出してる。

遺伝子破壊するトリチウムを今後

少なくても、数十年吸い込み続けて

子供や孫が、東日本で生き残れるとでも

思ってるのか？？

今がよけりゃいい？

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 20分 20分前 
『東京のカナダ大使館で福島放射性降下物は225000 Bq/m2』 http://amba.to/XxJ8gD 　
カナダ大使館⇒【重要なお知らせ: 在日カナダ大使館（東京）の査証部は閉鎖されま
した。これに伴い、全ての査証業務は在フィリピン カナダ大使館（マニラ）に移行し
ました】

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 

http://85358.diarynote.jp/201505051825067647/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=zdSjCBUg8yY&list=PLf-_0-lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg&index=21
http://amba.to/XxJ8gD


· 41分 41分前 
木下黄太　チェルノブイリの強制移住地域が埼玉の三郷に

埼玉県三郷市の小学校で土壌からセシウムが

１キロ当たり13,812Bqの放射性セシウムを検出
(神戸大山内知也教授により)
1平方メートル当たり897,780Bqとなり
チェルノブイリの強制移住地域に相当する。衝撃的な数字だ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 47分 47分前 
KinositaKouta 放射能の被害は色々な体の場所に被害が出る。特に心臓と脳だ。免疫の
考え方が間違っている。

免疫のある者は症状が出て苦しむ。

免疫がない者は症状は出ずに進行し、ある日突然死ぬ。

今は免疫のない者がほとんどだから、症状は出なくて突然死が増えているんだ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 52分 52分前 
2013年01月06日 
関東の水道水汚染の深刻化〜霞ヶ浦の例から〜１ - 被曝社会研究会
http://blog.livedoor.jp/hibakushakaiken/archives/21957302.html … … …
「100万人が飲む水道水水源まであと２ｋｍの地点で、９５５０ｂｑ／ｋｇの超ホット
スポットも発見されています。」

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
【拡散】KinositaKouta 福島第一原発40キロ圏。ことしは蝉が全く鳴かないと電話連絡
。土を掘り返すと、土の中で死んでいると言う。

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
核燃料棒が溶けると猛烈な熱の塊りとなって一体化するんです。 その際に超高熱が発
生し、それが凄まじい上昇気流を生み出して、高度1万メートルまで 猛烈な放射性粒子
を巻き上げます。その結果、半径250キロ圏内は超高濃度汚染されます
。http://bit.ly/1hhNa8Q

被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍さんがリツイート 

http://blog.livedoor.jp/hibakushakaiken/archives/21957302.html
http://bit.ly/1hhNa8Q


bit.ly/WotNukes @ST0NES 
· 5 時間 5 時間前 
こっちもだ！同じ時間帯グラグラ！

2015.05.05_09.10-10.00.Unit4side
http://www.youtube.com/watch?v=juJnHWIMjzs …
しかも周辺に地震はない！核燃料が地下水を沸騰させてる！

http://twitter.com/ST0NES/status/594737574721138689 …
くるぞ！また大きく噴き出す兆し！

被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES 
· 5時間 5時間前 
やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ　やばいぞ！

（いつもヤバイんだがhttp://twitter.com/ST0NES/status/595215194567016450 …）
2015.05.05_09.09-12.00.Unit1side
http://www.youtube.com/watch?v=597E0DwfbN8 …
現場が縦に #何度も ゆれてる！こんなこと今まであったか？

ナットポチ @100Natto 
· 5月3日 
スゴイ揺れだ。

被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES 
· 5月3日 
これも確認。

2015.05.03_16.33-19.00.Unit4side
http://www.youtube.com/watch?v=6YyIV2tL8ss …
17時54分ごろ福島県中通りM3.3 #深さ10km の地震の前から！
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150503175403.html …
F1現場は揺れている。地下がヤバイ‥

被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES 
· 5月3日 
2015.05.03_15.00-18.01.Unit1side
http://www.youtube.com/watch?v=LfIGjcMaccg&t=1m20s …

http://www.youtube.com/watch?v=juJnHWIMjzs
http://twitter.com/ST0NES/status/594737574721138689
http://twitter.com/ST0NES/status/595215194567016450
http://www.youtube.com/watch?v=597E0DwfbN8
http://www.youtube.com/watch?v=6YyIV2tL8ss
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150503175403.html
http://www.youtube.com/watch?v=LfIGjcMaccg&t=1m20s


爆発してるな。地下で。

16時24分ごろ。建屋が大きく縦に揺れる。
その前後に海側の敷地から煙も？

地中で暴走する核燃料が現場を動かす瞬間‥@TEPCO_Nuclear

被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES 
· 5月3日 
これわーっ‼

2015.05.03_13.22-13.32.Unit4side 
http://www.youtube.com/watch?v=1_YeXN5nQno …
やっぱ13時の地震のあと、激しく揺れてるぞ。
動画を記録してる方も、

異常事態だからいつもより速く短めにロードしてくれたんだよ。

とくにかく逃げろ！

ナットポチさんがリツイート 
はなまま @hanamama58 
· 5月2日 
福島第一原発1号機、15日から建屋カバーの解体再開へ http://www.j-
cast.com/2015/05/01234419.html … @jcast_newsさんから

ナットポチさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou 
· 4月29日 
こりゃ酷い

http://youtu.be/N-T1ffyUajw

ナットポチさんがリツイート 
京都大学 @univkyoto 
· 4月23日 
水からトリチウムを室温下で効率よく分離できる吸収剤の開発に成功 －原発汚染水
処理、先端創薬合成、高信頼性細胞培養液への応用に期待－ http://dlvr.it/9Vzcs3

ナットポチさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel 
· 4月18日 

http://www.youtube.com/watch?v=1_YeXN5nQno
http://www.j-cast.com/2015/05/01234419.html
http://youtu.be/N-T1ffyUajw
http://dlvr.it/9Vzcs3


昨年の６月に東京・三鷹や調布市周辺で見られた、この狂ったような異常な雹もこれ

で説明がつく

RT　@2ch_NPP_info leh_manali トリチウムが雹の原因になるのは大気中核実験
の1960年代に判明していた

https://www.youtube.com/watch?v=ndEBCMUqcAk
3_11の地震が世界的に見ても如何にヤバかったかが分かる動画 

https://www.youtube.com/watch?v=3VCCuM8uQS8
Sound Horizon Elysion - Rakuen Parade e Youkoso 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 49分 49分前 
kuro285 　
k2cyan 南半球ホバート。今朝シドニー空港の国際線から国内線への乗継ぎゲートで、
私だけ選ばれて全身くまなくガイガーカウンター当てられ、手荷物まで開けるよう指

示され、センサー入れられました。なぜ私だけ？と思い周囲を見渡すと私だけが日本

人でした。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 1時間 1時間前 
4_Sea_ 
日本の人口はアノ日を境に急減少し、4年間で約100万人減ったのですね
　http://matome.naver.jp/odai/2141453450593660501 … … … … …
◆日本の人口減が凄まじい◆　総務省統計局

https://twitter.com/4_Sea_/status/569155540544126976/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
Ｑ：原発なしでも日本経済はまわっていけるのですか？　A：回ってないのは福島原発
に対しての東電と政府首脳陣の頭だ。　原発なしで回らないならば、停止から3年も経
過してる今、日本経済が回ってるわけないだろう。 http://bit.ly/1fWCJdI

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=ndEBCMUqcAk
https://www.youtube.com/watch?v=3VCCuM8uQS8
http://matome.naver.jp/odai/2141453450593660501
https://twitter.com/4_Sea_/status/569155540544126976/photo/1
http://bit.ly/1fWCJdI


いまや新聞記者は、超エリート集団です。ここにすべての原因があります。彼らが自

ら受験戦争を鼓舞し、自ら誇りをもって競争に勝ち抜いてきた。しかし何と哀れな存

在でしょう。それが社会を論ずる記者の態度ですか。http://bit.ly/Z0Fpr5

被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl 
· 3時間 3時間前 
フツ族が襲撃してくるとか、ナチスがゲットーの閉じ込めるとか、アメリカが焼夷弾

を落とすとか言ってるんじゃないんだよ。

事故を起こした原発が、放射性物質をまき散らしていると言ってるだけ。

なぜ回避しない？死ぬってわからないの？

被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍さんがリツイート 
kenji @buick54aki 
· 4時間 4時間前 
@pecko178 @matayoshitatsu @pecko178: 

「すいません！もう手がつけられないんです！これから政府が発表する指示に従って

避難して下さい！」

とは絶対に言わないわな。

被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍 @matayoshitatsu 
· 4時間 4時間前 
被曝による発病で、あなたがお亡くなりになったあとから、あなたに話すことは、も

うできません。だから私は、あなたが生きている今、あなたが生きている今だから

こそ、何度でも言い続けます。あなたを被曝なんかで死なせたくないから何度でも言

い続けます｡「東日本から今すぐ逃げてください！お願い」

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
脳は一回細胞が完全に死滅すると再生はしません。努力したところで脳は回路を変え

て対応するだけで、なくなった部位の機能は二度と取り戻せません。症状を 見ると関
東でも症状が出始めています。予防の有無と摂取した放射能の量によって消滅する部

位やその範囲に差がでます。超微量でも細胞は死滅する

http://bit.ly/Z0Fpr5


Lightworker @Lightworker19 
· 13時間 13時間前 
【拡散】2012wat 東京の本当の汚染が世界中に知られると土地の値段が大暴落。すで
に価値は下がってるが観光客も近づかなくなるほど知られてしまったとき土地の価値

はさらに下がる。無価値の土地。国は企業はそれをおそれてる。都内のバカ高い土地

資産があるから大威張りで経営している企業多い

ナットポチさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 4月24日 
名無し：04/25 04:51 ID:-
幹部官僚が言ってたけど3.12日「原発やばくなったら電車止めるから それが合図だ 外
に出るなよ」支配階級だけの連絡網…
「3.14は朝寄り付いた後は午前だけは株を爆上げさせるからそこで売り逃げろ」これも
連絡網で回ってその通りになった

ナットポチさんがリツイート 
龍観 @nagavalok 
· 4月29日 
311、私はインドにいた。日本の原発が爆発すると、すぐに日本発着の航空機を全て
ストップさせたインド政府。さらにインド政府は日本人に対する観光ビザの2ヶ月ルー
ルをそっこー削除、日本人が観光ビザでインドに長く滞在できるようにした。

日本政府は何もしなかった。



（５月５日）　こりゃダメだ、みんな死ぬ。

http://85358.diarynote.jp/201505051910254477/

塩と被曝。…一緒にセシウムも排泄されち
ゃう…。
2015年5月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

昨夜から今朝の自分の「塩味覚マヒ」について。

http://85358.diarynote.jp/201505041022149926/
http://85358.diarynote.jp/201505050548596022/
http://85358.diarynote.jp/201505051142259552/

１．マヒ中に作った自分の料理を、温めなおして食べようとして、

あまりの塩辛さに愕然…||||（＠＠；）||||

最近とみに増えたらしい「突然死」「脳／心筋梗塞」だけど…

「その前に味覚マヒが起こっていて、自覚できないうちに【塩分摂りすぎ】の期間があった」

んじゃ…？？

　！（＠■＠；）！

参照：http://cancerqa.scchr.jp/jyogen_4101858.html

２．おそらく「疲れてない時にポカリスエットを飲むと如何に不味いか」の

逆パターンで…
「被曝したから、損傷修復のために塩よこせ！」という、

「カラダの要求」が、「塩分薄い！足りない！」と、

「味覚をマヒさせる」のでは…？？
http://blogs.yahoo.co.jp/proneko5/19875312.html
http://ameblo.jp/nihonlovelove/entry-11065400120.html

http://hariponpon.exblog.jp/18210957/

http://85358.diarynote.jp/201505051910254477/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505051910254477/
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http://85358.diarynote.jp/201505041022149926/
http://85358.diarynote.jp/201505050548596022/
http://85358.diarynote.jp/201505051142259552/
http://cancerqa.scchr.jp/jyogen_4101858.html
http://blogs.yahoo.co.jp/proneko5/19875312.html
http://ameblo.jp/nihonlovelove/entry-11065400120.html
http://hariponpon.exblog.jp/18210957/


実はカリウムはカラダに必須な成分にかかわらず内部被爆を起こす被爆物質なのです

。

つまり、カリウムとセシウムはカラダからすれば同じように扱われます。

ですから、

１.ナトリウムを摂取する。
２.ナトリウムの排泄が行われると同時にカリウムも排泄される。
３.カリウムと一緒にセシウムも排泄されちゃう。

単純でしょ？(’∀`)対処方法も単純です。
塩分を取ればいいのだから。

…なるほど…（＠＠；）…！

３１１以来、それまでまったく食べる習慣のなかったポテチを食いまくっていたわけですが…

…（－－；）…

「本能」で、ちゃんと、「カリウムとナトリウム」を、補充していたわけだ…☆

（えらいぞ、本能…！）

…と、思ったら、すでに…（－－；）…★
http://www.ima-earth.com/contents/entry.php?id=2011318122050

（※参照したＨＰの「お値段バカ高い塩」の効能と科学的根拠については、責任持ちません…★
）

 
       
 

コメント

http://www.ima-earth.com/contents/entry.php?id=2011318122050


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日19:11
たしかに、やたらと濃い「疲労色」のお小水が排泄されること数度…
で、味覚マヒも治ったな…☆

　ｗ（＾□＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日22:17
なにかがすごく静か過ぎて、変です…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日23:22
脳ミソがまったく動いてない。

(・_・;)
そして何故かまた「脳内送信」応援歌が、

「ミッドナイトサブマリン」…
(・ω・;)(;・ω・)

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日6:55
金属異臭満載の強風到達。

(∋_∈)
喉があってまに熱痛い。(ToT)

こりゃダメだ、みんな死ぬ。

ヽ（・＿・；）ノ
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（５月６日）　ちなみに私は１９６４年生まれで、「大気圏中熱核実験」の後が、いつ
もこんな鼻血まみれで…

http://85358.diarynote.jp/201505060901114509/

注意喚起の 85μg/m3超過／性情「怠惰性」バイ
アス…（－－；）…
2015年5月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
あらためまして、おはようございます。

０８：１０。バイトは中番。

一昨日の雨で自転車を放置してきてしまったので、今朝はバス通勤です…
（空気もマズイし！★）

先ほどのこれですが、

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日6:55

金属異臭満載の強風到達。

(∋_∈)
喉があってまに熱痛い。(ToT)

こりゃダメだ、みんな死ぬ。

ヽ（・＿・；）ノ

そのあと３０分くらいして風向きが変わったら収まったので、大喜びで窓全開して空気入れ替え

…してたのですが、また悪臭が戻ってきてしまいました…

（TへT；）

https://www.youtube.com/watch?v=muX9reQsGlM
未来警察ウラシュマンOP ミッドナイト・サブマリン HARRY

だってねぇ？　ワタシの夢は

http://85358.diarynote.jp/201505060901114509/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505060901114509/
https://www.youtube.com/watch?v=muX9reQsGlM


「生きて（このカラダで）みんなに再会する！」ことだったんだよ…？

ソレは実現不可能。と、トドメをさしにきておいて…

一体これから何を楽しみに、この「生地獄」を這いずりまわれと…？？？

　…（＝＝＃）…

…と、怒りながら、情報チェックして、「死ぬまで惰性で生き延びる」毎日…

…（〜〜；）…

抽出コピペする元気も起きんわ…★
https://twitter.com/eq_map
http://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php

https://www.youtube.com/watch?v=jTcAz7kEuXA
PSO2　BGM　採掘基地防衛戦：絶望 転調 

cmk2wl @cmk2wl 
· 4 秒 4 秒前 
PM2.5 05/06 06:00
注意喚起の 85μg/m3超過
151μg/m3 千葉/印西 高い！！

cmk2wl @cmk2wl 
· 5分 5分前 
ついさっき、熱帯低気圧a は台風第6号 （ノウル）になりました。
平成27年05月06日06時45分 発表 
https://twitter.com/cmk2wl/status/595731166067564544/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 48 分 48 分前 
箱根：地震活動の時間変化データ

5月6日7時20分現在（神奈川温泉地学研究所）
火山性地震が異常に増えてるのほか「ドスン」という突き上げるような有感地震

https://twitter.com/eq_map
http://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php
https://www.youtube.com/watch?v=jTcAz7kEuXA
https://twitter.com/cmk2wl/status/595731166067564544/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150505211640395-052113.html


も度々、起こってます（気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150505211640395-
052113.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/595719656914210818/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews 
· 58 分 58 分前 
[続報] 先ほどのフレアは、 X2.7 の大規模フレアとなり、X線強度は、5月6日07:11 JST
(5日22:11 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews 
· 1時間 1時間前 
[速報] M6.2 に達する中規模フレアが、07:07 JST に観測されました。X線強度は更に強
まる可能性があります。続報をお待ち下さい。 http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

特務機関NERV @UN_NERV 
· 2時間 2時間前 
【噴火警報・予報 箱根山 噴火警報（火口周辺） 2015年05月06日 06:01】
＜箱根山に火口周辺警報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）を発表＞

火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性。

＜噴火警戒レベルを１（平常）から２（火口周辺規制）に引上げ＞

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
福島の“地獄の釜”: 強烈な放射能に汚染された水が、毎日300トン以上できている
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/300-23ec.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
ダダ漏れの福島原発:汚染水の廃液容器１４％で漏れ　ガス排出口から(5/4 毎日新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5182.html …

amaちゃんださんがリツイート 
真実を探すブログ @kennkou1 
· 3時間 3時間前 
【重要】お茶とキノコ類の放射能汚染地図が凄まじい事に！長野県や静岡県でも放

射能！個数では福島超えも！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6391.html …

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/595719656914210818/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/300-23ec.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5182.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6391.html


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
2015年05月06日
今日の放射能　健康被害が広がっている！

http://inventsolitude.sblo.jp/article/46082335.html …

cmk2wl @cmk2wl 
· 10時間 10時間前 
東電福島原発を先に出た風は、まもなく浜松、名古屋あたりに。関西、四国方面に6日
中には到達しそうな予報です。

後に出た風は東北北海道方面に向かっています。

添付は 6日10:00。
https://twitter.com/cmk2wl/status/595581125747052544/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
放射脳な日々【生活の党と山本太郎となか… @je_elu_ul 
· 10 時間 10 時間前 
さすがGW。電車の急病人情報が全国的に起きてる。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
（2011/9/18）横浜市港北区２６０万Bq/m2。東京都豊島区３９０万Bq/m2。強制避難
レベル

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5ea46d9da9214f695a33430b3c387a6d …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 12時間 12時間前 
生き物は自然につくられた放射能は貯めないが

人工的につくられた放射能は栄養と間違えて貯める

植物が栄養と思って集め、微生物が集め

小さな生物が集め、大きな生物が集め、と数万倍に濃縮

つまり、人間が取込むときには数万倍の濃度に変わる

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/aec36e4c620d0b3c6952e7b3598de34a …

http://inventsolitude.sblo.jp/article/46082335.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/595581125747052544/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5ea46d9da9214f695a33430b3c387a6d
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/aec36e4c620d0b3c6952e7b3598de34a


cmk2wlさんがリツイート 
ＮＥＣＯＤＡＭＡ @xincosugui 
· 17時間 17時間前 
@cmk2wl 多少ツラくても｢毎日が滞りなく暮らせて行けてる｣と云う生暖かい幻想の中
にいるからです。もちろん自分も含めて。(苦笑)
こういう状態を謂うんでしょうか?｢茹で蛙｣って。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 21時間 21時間前 
日本時間の5月5日10時44分
パプアニューギニアで（マグニチュード7.5）の大きな地震。1日にもM7.1の大きな地
震があった震源域。

気象庁（日本への津波：現在調査中

：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150505111437394-051044.html …）第１号 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/595412553347502082/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
愛は一つ悪はいつか滅びる @minami_rika 
· 5月3日 
オハヨーの焼きプリンに使っている牛乳が４月から茨城、福島産など混ぜているよう

です。確認したら関東工場で作られているものがそうです。やわらかプリンは今まで

通りの産地です。

War Is Overさんがリツイート 
（船橋市）弓場清孝 @roro101577 
· 4月30日 
後ほどブログに書きますが・・なんですかこの線量は・・言っときますが、側溝では

ありませんよ。船橋市北部にある歩行者も歩く道路です・・ここで最高値２μｓｖ／ｈ

を超えました。気持ちが悪くなったので帰宅しました。 
https://twitter.com/roro101577/status/593660828370411522/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=PUQ6tyVDVtg
マキシマムザホルモン 絶望ビリー 

特務機関NERV @UN_NERV 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150505111437394-051044.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/595412553347502082/photo/1
https://twitter.com/roro101577/status/593660828370411522/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=PUQ6tyVDVtg


· 2 時間 2 時間前 
【性的マイノリティーに該当 13人に1人】
心と体の性が一致しない性同一性障害など、「LGBT」と呼ばれる性的マイノリティー
に該当する人は13人に1人となることが、大手広告代理店が行ったアンケート調査で分
かりました。

http://nerv.link/5fbuxC

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
放射能の検査に励んでも被曝回避にはならない

http://inventsolitude.sblo.jp/article/127099303.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
「欧米列強の侵略行為を否定したいなら、日本の侵略行為も否定しないとダメですよ

：想田和弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17284.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
福島県はずっと東京電力の植民地と言われてきたんですよ。あげくのはてに事故が

起こった後は……使用済み核燃料のゴミ箱にしちゃえばいいって議論にまでなってる
んですから。それが許せないんです

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/the-future-time.html#more …

War Is Overさんがリツイート 
ネコには都合が多い @TryToFollowMe 
· 9時間 9時間前 
日本のリニアは一歩間違えれば地中を突進する人間魚雷になりかねないと思わざるを

得ない。⇒世界最速リニア603キロも、海外メディアは冷ややか　安倍首相の売り込み
も苦戦か？ | ニュースフィア http://newsphere.jp/business/20150422-1/ …
@NewSphere01さんから

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
横浜市　東電に１０億円超賠償請求（2011/12)

http://nerv.link/5fbuxC
http://inventsolitude.sblo.jp/article/127099303.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/17284.html#readmore
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/the-future-time.html#more
http://newsphere.jp/business/20150422-1/


「放射線測定器」の購入や検査の委託：５億５千万円

「汚染された下水道汚泥の焼却灰」の保管：２億５千万円

上下水道の浄化：１億６千万円

広報や電話相談：１億１千万円

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/64437fb1614bb5486ee2679bc1faeec4 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
救援活動を阻む日本の官僚政治 ＜人には言えない効率＞
甚大な自然災害を被った国には

4日後には自国や世界各地から救援物資が続々と到着するのが経験則
だが地震後数時間内に寄付された国際救援物資の多くが

いまだに首都東京の倉庫に眠っている　　「人民網日本語版」2011年3月24日

amaちゃんださんがリツイート 
けいちゃん @keitan911 
· 14時間 14時間前 
@neko_aii あの時マレーシアに3週間滞在し、すっかり身体が元気になった。関東にい
る時はもう死ぬのか！と思う瞬間もあった。今から思えば心筋梗塞の前触れ？だった

。白血球も検査のたびに減り続け、このままここにいたら2年後生きていないかもしれ
ない。。そう感じたから九州に逃げた。

War Is Overさんがリツイート 
零からのKIBOU @zerokaranokibou 
· 19時間 19時間前 
零からのKIBOUさんがリツイートしました ウクライナ政府報告書bot
日本ではこれらの症状の方を急病人と呼ぶ。 
－ウクライナ政府報告書bot@ukurainahoukoku 
　欠乏性貧血の子どもの数は増加した：1996年にはそうした子どもの数は25％に達し
ていたが、2003年には31％、2009年には46.5％に達した。

amaちゃんださんがリツイート 
あはは星人 @ahaha38i 
· 5月4日 
甲状腺ガン、摘出してからが地獄！！「最も恐ろしいのが、いつも疲れてだるい事。

つまり、就業できない」 http://fb.me/3Mys0Tuh0

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/64437fb1614bb5486ee2679bc1faeec4
http://fb.me/3Mys0Tuh0


cmk2wlさんがリツイート 
息響き @jyusa1 
· 4月29日 
東日本大震災は人としての生き方をも変える大きな出来事であったことは間違いなく

、さらに得体のしれない原発の恐怖も加わり、それまでの人の生き方の根本までをも

変えた。この現実感は他人様のありがた味をも超えて、寄り添うとか想像とかそんな

柔なものでもない。それは今でも終わりのない進行形。

amaちゃんださんがリツイート 
KazanGlocalInstitute @higiyama 
· 5月14日 
怖ろしい複合内部被曝！！RT@kitahamamikiya ３，１１前の数千倍に引き上げられて
いる今の食品基準値 ■９９、９９Bq／ｋｇ以下は全て不検出と表示されてます ■以前
なら完全に放射性廃棄物でしょ！ ■何と米は５０００倍！

amaちゃんださんがリツイート 
＊Mami＊ @mamijazz3535 
· 2014年4月29日 
何度も呟いているけれど

2011年3月末
今まで出たことの無い

大量の鼻血を出した息子。

飛び散るから、止まるまで

洗面器を抱えていた。

止まらなくて数回学校を遅刻。

間に合わなくて

絨毯を汚した後が

首都圏の家にある。

事実なんです。

移住後 出ていません。

ちなみに私は１９６４年生まれで、「大気圏中熱核実験」の後が、いつもこんな鼻血まみれで…

「育てにくい、カラダの弱いコドモ」と、母から疎まれていました…



　…（－－＃）…

War Is Over @kenshimada 
· 38 分 38 分前 
ユニクロ元店長 「入社後、とにかく早く店長になれという圧力で試験勉強。必死の思
いで店長になったはいいが、管理職扱いで残業代も出なかった。同期入社の200人は1
年後は半分に。結婚式でさえ『なんで結婚式の前後で休む？』と言われた。」

War Is Overさんがリツイート 
Ducky G. Duck @duckygduck 
· 9時間 9時間前 
援助交際の実態が、JKビジネスと批判される時代になったのだから、派遣社員の不倫
は「枕営業」であると、世界に向けて宣言しないと。

https://www.youtube.com/watch?v=S4iPsQvTrl4
Pandora Hearts Opening Full 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月6日9:39
現在は快適な北東風。(^o^)／
らっきぃッo(^-^)o
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（５月７日）　（りすはここに棲みたい…☆）

http://85358.diarynote.jp/201505071153172658/

りす帰郷。

2015年5月7日 旅行
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505071208274818/

5月7日の日記
2015年5月7日 旅行
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505071248235991/

彫刻の森。（違っ

2015年5月7日 旅行
  
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505071343125462/

寝てた…(^。^;)
2015年5月7日 旅行 コメント (3)
なんか３０分くらい爆睡。
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(^_^;)

じつに寝心地の良い、静寂の木製ベンチ（もちろんお外♪）でありました…♪

（りすはここに棲みたい…☆）
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月7日13:44
空気が北風。かすかにオホーツクの匂いがする海風。

ほとんど線量ナシ。o(^-^)o

酸素補給！o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月7日13:45
ケラ（キツツキ）が

お仕事中〜…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月8日13:52
この後、「ケラさんのお仕事現場」発見。（＠＠；）

すんげぇ、穴ぼこだらけになるのね、樹木…☆

（すごすぎて写真撮るの忘れたｗｗｗ）
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（５月７日）　タイムラインが複数有りそれぞれ歴史が違う。それぞれの異なるタイム
ラインは違う次元だ。このトラベルは、正確にはタイムトラベルでなく、次元間トラベ
ルだ。

http://85358.diarynote.jp/201505071428078069/

隣の世界へ続く径。

2015年5月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

場所はナイショですが、森林公園の大沢口のそばですｗ

あそこまで「地面を踏まずに」辿り着けて、

正確な呪文を識ってて、

ゲートキーバーの機嫌を損ねないだけの機知のある人なら、

…たぶん…ｗｗｗｗ
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月7日21:34
無事帰投。(^_^;)
寝ま〜す！

今日の空気はひっさびさに

清涼かつ無垢でした。o(^-^)o

感謝〜っ(^o^)／
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:12
Lightworker @Lightworker19 
· 13時間 13時間前 
タイムラインが複数有りそれぞれ歴史が違う。それぞれの異なるタイムラインは違う次元だ。こ

のトラベルは、正確にはタイムトラベルでなく、次元間トラベルだ。地球の歴史に、５０くらい

の異なる次元がある。ジョンタイターの歴史ではナチが勝利している。http://bitly.com/1z7z0Sd

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:13
Lightworker @Lightworker19 
· 14時間 14時間前 
【拡散】honky_tonk 【パラレルワールドの鮮明化】３１１後の世界に見たものはあなたの精神
世界。「孤独

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日11:19
Lightworker @Lightworker19 
· 20時間 20時間前 
銀河連邦。進化した知性体の組織で、テクノロジーの発達レベルといったら、ほとんど神のよ

うだ。そして、その本拠地はこの銀河系ですらない。M31、アンドロメダだった。そこに、銀河連
邦の本部がある。http://bit.ly/Qm31bK
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（５月８日）　（とりあえず「何故じぶんがコノ時代に生まれ変わってきたのか」だ
けは、ハッキリしている…。ｗ（＾□＾；）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201505081452038993/

【震撃】の巨人…（－－；）…
2015年5月8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=HbXZ8srrPU0
進撃の巨人×千本桜 

…う〜ん…ｗ（＾◇＾；）ｗ

ナンデモアリ。だなぁ…ｗｗｗｗｗ

（とりあえず「何故じぶんがコノ時代に生まれ変わってきたのか」だけは、

ハッキリしている…。ｗ（＾□＾；）ｗ
「近い前世」が「ルゥ・ウェイファン」だった！ということこも…ｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

なにこの「叫んでるバカ」、「わたし」…？ｗｗｗｗｗ

（睨んでるだけでケッキョク動かないのが、エルかな…ｗ）

（しょーがない…読むか、『進撃の巨人』！（…違…？）

https://www.youtube.com/watch?v=4PCgJGxz-FU
Attack On Titan Soundtrack Shingeki no Kyojin OST Mix 進撃の巨人 

地震マップ @eq_map 
· 1 時間 1 時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 熊本県阿蘇地方 深さ約10km M1.7 8日12時58分頃発生 

http://85358.diarynote.jp/201505081452038993/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505081452038993/
https://www.youtube.com/watch?v=HbXZ8srrPU0
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(G)http://j.mp/1RiI6mR (気象庁)http://j.mp/1IU387F

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 1時間 1時間前 
阿蘇山の付近

マグニチュード1.7なのに震度3の地震。（気象庁：12時58分：深さ10km　震度3
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150508130231495-081258.html …）阿蘇山から
約5kmの地点が震源。火山の影響による地震だな。これ。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/596534873713549313/photo/1

？（＠＠；）？

「Ｍ１．７」で震度３って…ナニ？

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M5.2】SAN JUAN, ARGENTINA 19.9km 2015/05/08 08:00:59JST, 2015/05/07
23:00:59UTC
(G)http://j.mp/1ETyJmT (USGS)http://j.mp/1ETyJmV 

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M4.2】石狩平野 深さ176.5km 2015/05/08 05:29:26
(G)http://j.mp/1bBjLHz (Y)http://j.mp/1JugWE7 (アニメ)http://j.mp/1csnYPc

…う〜ん…（－－；）…

「まさにいま住んでいる処」と、

「まさに避難移住の希望先」の、

どっちの直下も、揺れている…（－－；）…☆

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5時間 5時間前 
箱根・大涌谷

5月08日 09時00分の様子。深夜から火山性地震の回数は１５回ぐらい。今日は、芦ノ

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150508130231495-081258.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/596534873713549313/photo/1
http://j.mp/1ETyJmT
http://j.mp/1ETyJmV
http://j.mp/1bBjLHz
http://j.mp/1JugWE7
http://j.mp/1csnYPc


湖の西側付近でも地震が起こってる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/596479410120691712/photo/1

地震マップ @eq_map 
· 22時間 22時間前 
【M7.2】BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 10.0km 2015/05/07
16:10:22 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1IiUTS6 (USGS)http://j.mp/1FQUki6

ネットサポート @techuzie 
· 22時間 22時間前 
【地震速報】05月07日の16時10分頃、パプアニューギニアで【M7.2】の★非常に大
きな #地震 が発生しました。※この付近ではM1以上が1週間で37回発生しています
。http://tinyurl.com/lw9ukty

地震マップ @eq_map 
· 5月6日 
【M3.1】東京都 深さ31.6km 2015/05/07 02:48:00
(G)http://j.mp/1F68n4l (Y)http://j.mp/1Ih6ti8 (アニメ)http://j.mp/1F68sFa

何故まだそこに人間が住んでいるんだ…？？？？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5時間 5時間前 
ネットが限界に達してるという分析

確かに１０年前のパソコンだと、閲覧できない時があるよなぁ

「アンドリュー教授：インターネットはデータ転送量の増大に対応できなくなり、近

い将来破綻する」http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3064915/The-Internet-
reach-limit-just-eight-years-warn-engineers.html …

だぁいじょうぶ！

ネット社会の前に、リアル世界が崩壊しちゃうから…！ｗ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/596479410120691712/photo/1
http://j.mp/1IiUTS6
http://j.mp/1FQUki6
http://tinyurl.com/lw9ukty
http://j.mp/1F68n4l
http://j.mp/1Ih6ti8
http://j.mp/1F68sFa
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3064915/The-Internet-reach-limit-just-eight-years-warn-engineers.html


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月8日14:55
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 18時間 18時間前 
パプアニューギニアの地震。一部のテレビでは報道してたけど、なぜ報道しないのかな？　ロ

イターとか報道してるよね。異常だって。またあれか、箱根の火山みたいに「視聴率が取れるよ

うになったら」報道するのかな。まったく役たたずな存在だな。パプアの地震と日本の地震履歴

を調べる気もないみたいだ
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（５月８日）　なぜ動くんだ点Ｐ！

http://85358.diarynote.jp/201505081406145979/

諧謔の小人☆

2015年5月8日 学校・勉強 コメント (1)
　

こんにちわなお時間帯にとっくの昔に突入しました、１３：５６．

おそすぎようでございます。

（＾＾；）

昨日の「酸素吸入」（違？）と源泉デトックスのおかげで朝の体調はすごく良かったのですが、

その後、霊によ…血が…違う違う…（＾＾；）
例によって腎臓に超負担がかかって肩甲骨まわりが痛ダルクなってしまい…
（－－；）…寝なおしてました…
（－－＃）

本日の予定崩壊。外出せず、オトナシク静養に努めます…

んで。（＾＾；）

ＰＣつけて、とりあえず「昨日の曲」の続き〜ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=c_w9qtWj1JY
進撃の巨人 替え歌〜勉強編〜 

…まったくだ！なぜ動くんだ点Ｐ！
　ｗ（＾■＾；）ｗ

じっとしてろ！サイン子サイン短ジェント…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=dV5hh710Df8
【実際に俺が言われた悪口だけで】 Let it go 歌ってみた 
【コメント有り】 (アナと雪の女王) 

…あぁ…（〜〜；）…言われた言われた私も…

http://85358.diarynote.jp/201505081406145979/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=206
http://85358.diarynote.jp/201505081406145979/
https://www.youtube.com/watch?v=c_w9qtWj1JY
https://www.youtube.com/watch?v=dV5hh710Df8


二度と戻りたくない小学生時代…
　…o（ＴへＴ；）o…

いやキミ、「携帯に番号登録してくれてるリア友」が存在している時点で、

私よりは、遥かにマシだから…ッ！

　…ｗ（＾◆＾；）ｗ…＜友達ゼロ人！
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月8日14:12
　

ところで私まだ『新劇の』…もとい、（＾＾；）
『進撃の巨人』原作もアニメも未視聴なのに…
…（＾＾；）…

だめ。もう、笑いなしには読めない…ｗｗｗ
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（５月８日）　全員に脳の萎縮がみられる。壊された神経細胞は元にもどることは あ
りません。愉しい音楽と、娯しいアニメで、悔いのない毎日を、過ごしますかね…☆

http://85358.diarynote.jp/201505081602129409/

全てが手遅れだ。

2015年5月8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=E2xJSlu8kpI
羽毛田丈史「地球に乾杯」【OFFICIAL】

札幌の水道水も、金属イオンの味がするんだよ。

この意味を調べる気もないやつらは、健康寿命が直滑降だよ。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2 分 2 分前 
放射能は若年性癌を激増させるということ

これだけは間違いない　甲府のキノコも汚染されていた

関東の食材は放射性廃棄物基準値キロ100ベクレルだ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150508-00000076-spnannex-ent …

cmk2wl @cmk2wl 
· 37分 37分前 
あやしいのは、福島原発の地下水を描写するポンチ絵は、ほとんどすべてが陸から海

へ傾斜している。まるで「溶融デブリにあたっている水は真水です」と言わんばか

りに。

もし海水で、黄色い粉が放射性硫黄なら、被害が拡大するからだろう。

常に隠されている事象の、ひとつふたつ手前の情報がでる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 3時間 3時間前 
魚の大量死…。この意味を理解する軍人たちは防御服を身に着け必死で逃げようとす
るものの、全てが手遅れだと悟っている。

それを見る観光客は呆気にとられるだけ。浜に打ちあげられる無数の魚の死骸を見て

も気にもとめない。

人々は遊び暮らし、海で泳ぎ、水道水を飲み、虚飾の世界にとどまる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 3時間 3時間前 
台風6号は現在フィリピン海上に。進路を北に変えて、日本へ向かう予報。 

amaちゃんださんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201505081602129409/
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たま @aoooooooooo0718 
· 4時間 4時間前 
たまさんがリツイートしました charley"@sobtomk: 電車での急病人、ついに一日40人
を突破してしまった模様……
（カウントお疲れ様です。。。）

https://twitter.com/charleycharley7/status/596350625945784321 …
https://twitter.com/charleycharley7/status/596350204887977984 …
←急病人が１日100人になるのも時間の問題か

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
あの水蒸気が、真水だという判断はできない。

海に近い地面をボーリングすると、海水が出てくる。

そうだとすると、溶融デブリによって放射性硫黄が生成されているということになる

。

常に情報は後塵を拝す。先手を打って考えなければ。

トリチウム（高湿度）とともに何が来るのか。

War Is Overさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani 
· 8時間 8時間前 
mrn275: 電車めっちゃ早いの乗れたやったって思ったら急に意識消えて急病人扱いされ
て救急車呼ばれるとこだった　#真実線

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 9時間 9時間前 
内部被曝で抗原抗体反応類似の生体反応が出る

http://inventsolitude.sblo.jp/article/127512699.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 10時間 10時間前 
世界の大気中CO2濃度、月平均で最高値更新 米NOAA
http://www.afpbb.com/articles/-/3047625 …
本当の理由は、世界300基の原発が海を沸かし続けた結果、海水温が上がって異常気象
が成立、海洋の炭酸ガス放出度が上がったせいだ

cmk2wl @cmk2wl 
· 13時間 13時間前 
映画 「魚が出てきた日」
海水浴をしている女性：「ねえ、後で一緒に泳がない？」

軍人：マダム、その海では絶対泳ぎたくないね、世界中全部の金を積まれても泳が

ない。誰が死にたいものか」

飛行機事故で4個の水爆のうち3個がパロマーレス（スペイン）近くの地上に落下し、1
個が海中に落下。

https://twitter.com/charleycharley7/status/596350625945784321
https://twitter.com/charleycharley7/status/596350204887977984
http://inventsolitude.sblo.jp/article/127512699.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3047625


War Is Overさんがリツイート 
charley @charleycharley7 
· 14時間 14時間前 
311前まで、東京で電車が1分遅れたらイライラしたりしてた。
急病人で遅延なんて、全く記憶にない。

人身事故や接触事故なら仕方ないか、、、て思ってたけどね。

25年以上いたのに、急病人の遅延に遭遇は皆無。
今は、毎日どこかで急病人。

それどころか、1日平均20人を越えてる。

War Is Overさんがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 
· 15時間 15時間前 
手足口病 西日本で感染拡大 - Y!ニュース (2015年5月7日(木)掲載)
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6159159 #感染症と衛生　【畜産動物だけじゃなく人間
の疾病になってしまったのか、どうして伝染が始まったのかな？】

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 16時間 16時間前 
2014/04/23　埼玉県入間市
震災翌年の5月、会社で仕事中に倒れた
顔を大型機械にぶつけ、血まみれになった

何の予兆もない不意の卒倒だった

チェルノブイリの被曝症例に

「気絶する」とあったのを思い出した

白血球が基準値よりちょっと下回っていた

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 17時間 17時間前 
2012年5月5日
栃木　塩谷町で採取した野生の山菜コシアブラ１７００ベクレル

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a30ab0125b47b95758921deaf7fd537f …

amaちゃんださんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi 
· 17時間 17時間前 
下北沖・三陸沖だけでなく、銚子沖と、伊豆七島海域でも平年に比べて海水温が高

くなっているようです http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2015/05/07/7629175 …

War Is Overさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio 
· 18時間 18時間前 
大きな噴石の飛距離を300メートルとするのは、火山学的にはありそうにない数字

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6159159
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a30ab0125b47b95758921deaf7fd537f
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2015/05/07/7629175


です。1キロとか2キロとか4キロとかが現実的。

War Is Overさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani 
· 18時間 18時間前 
@himatuu 
急病人および駅で人が倒れたのツイートは８割くらい関東に集中してます。地方は

大阪〉九州〉札幌、仙台です。

#真実線
同じ様に横転事故も大半は関東に集中してます。

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 
· 18時間 18時間前 
@cmk2wl 鳥、豚、牛についての情報封鎖は米国と欧州の動きが一致して始まってい
ます。アメリカ→日本への鳥の規制及び解除は頻繁。どの国もその「原因」について

は触れたくないから、報道そのものを封鎖するか小さくすることしか頭にないです。

汚いね。

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 20時間 20時間前 
【拡散】事故処理員の全員に脳の萎縮がみられる。壊された神経細胞は元にもどるこ

とは ありません。 体の中に入った放射能の量が多いほど、 脳の破壊がすすみ、 や
がて、脳の機能が失われていきます。http://bit.ly/12YuqH4

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 21時間 21時間前 
この放射能汚染飼料で飼育された食用肉は、恐ろしい内部被曝をもたらすだろう

生物連鎖濃縮について、ほとんど何の知識もない役人が勝手に定めた基準

http://www.jafma.or.jp/pdf/eu/feedsafety120327.pdf …

cmk2wlさんがリツイート 
のむら科 @gleiten 
· 22時間 22時間前 
現在の #中川運河 堀留。桜の花びらのように見えますが、全て死んだ魚です。月曜日
の中川運河一斉調査の時から明らかに数を増やしています。

報道ではコノシロとハゼが死んでいるとありましたが、僕が確認できたのはコノシロ

だけです。 
https://twitter.com/gleiten/status/596224413210574849/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 1日 1日前 
5月5日　アメリカで2000万羽の鳥インフルエンザに感染した鳥が処分されるかもしれ

http://bit.ly/12YuqH4
http://www.jafma.or.jp/pdf/eu/feedsafety120327.pdf
https://twitter.com/gleiten/status/596224413210574849/photo/1


ないというニュースが…。2000万羽？！

cmk2wlさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5月6日 
地球の表面には自転によって慣性角運動が生じる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%81%AE%E5%8A%9B
…
偏西風も地殻運動も自転によるコリオリ力が関係している

これが地下水も回転運動させ、遠く広く拡散する力になっている

フクイチ地下放射能は、これによって関東東北の地下水盆に伝播する

amaちゃんださんがリツイート 
鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 
· 2012年5月6日 
来る度に高線量の、福島駅東口「ペリカンパーク福島」側溝。今朝も47μSV/h超　#福
島市　#被曝　@hanayuu @YuriHiranuma @tim1134 
https://twitter.com/s_hiroki24/status/199251291438981121/photo/1

…カネ暴だの、脂性ドウだの、いち怪社だけのせいにして、解決すんの…？

cmk2wl @cmk2wl · 5時間 5時間前 
番外編

ソラレン：光毒性物質と呼ばれる。

ソラレンは紫外線の感受性を高める物質。

レモン等柑橘系。セロリ、パセリ、きゅうり、クロレラ、アセロラ、いちじく、三

つ葉。

紫外線も電離放射線。「放射性物質を集めやすい植物の成分」

http://togetter.com/li/566863#c1895992 …

https://www.youtube.com/watch?v=1aK92CwwSyg
葉加瀬太郎 組曲「NIPPON」より MATSURI【OFFICIAL】
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月8日18:20
う〜む…（＾＾；）…☆

脳内にはバージョンアップしちゃった「狼さんの深化形」（転生未来形）の、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%81%AE%E5%8A%9B
https://twitter.com/s_hiroki24/status/199251291438981121/photo/1
http://togetter.com/li/566863#c1895992
https://www.youtube.com/watch?v=1aK92CwwSyg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


めっさやたらイイ男！が出没開始してるし…

「生まれ変わる」までの短い？時間、

せいぜい、愉しい音楽と、娯しいアニメで、悔いのない毎日を、過ごしますかね…☆

（現在、降水確率１０％を無視して、放射脳雨が降り中…（－－＃）…★）
 



（５月９日）　数万年前に地球の数分の一という巨大彗星がやってきて引力で接合し、
持っていた水を地球に大量に明け渡し、自分は地球の衛星になってしまった。

http://85358.diarynote.jp/201505090228392992/

わざわざリステラスなんて書く必要が無いとい

う事実が判明。

2015年5月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
あとはまぁ死ぬだけか…。
ｗ（〜〜；）ｗ

これね。

寿たらこ『ガーデン』

http://www.amazon.co.jp/GARDEN-
%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%87%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-
%E5%AF%BF-%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%93/dp/4862634354

投稿者 crisaint 投稿日 2008/9/22
形式: コミック 
寿たらこの本は全て持っていますがこの本に収録された３作品は、いずれもＢＬ色よ

りストーリー性が高い、真面目？な内容です。

絵は割とSEX PISTOLSに近いので、あの絵が好きな方にはオススメ。

コンクリート・ガーデン

兵器として軟禁されている天使と、その天使の話し相手に選ばれた人間のお話。

クロックダウン

ある日幼馴染そっくりの別人が、別の次元から現れるお話。

DOGLA+MAGLA
ある人間の、クローンとして作られた人間がそこから逃げ出すお話

ざっと書きましたが、大体こんな感じのお話でいずれも気に入っていて、よくコミッ

クスを読み返していたお話でした。

いずれも生きることの意味や、存在の意味を問うようなお話。

特にコンクリートガーデン（天使というモチーフが好き）とドグラマグラ（ちょっと

せつない）がお気に入り。

描き下ろしは３作品のその後で、表紙の二人が新キャラで登場。

私は元々持っていたので描き下ろしのために購入しましたが、表紙の二人（特に空

士長）が物凄く好みでした。長編が見たい！

26Ｐしかないのが残念。３作品の補完というよりは本当に軽い後日談で、個人的には
新キャラ２人のお話としてもちょっと短い。でも短い...続きを読む

エロ本しか書かない人かと思って表紙だけ観て今まで敬遠していた作家さんだったのだが。

（＾＾；）

所期の石原理も負けるよーな、ちゃんとしたＳＦだ…☆
（しかも、「リステラス」と、設定がそっくり…！？）

…べつに私が苦労しなくたって、世の中に優れた娯楽作品はすでに氾濫しているのであった…

　…ｗ（＾□＾；）ｗ…

…と、生きる気力が逆に減ってしまったあたり、「逆効果」だったぞ〜ｗｗｗｗｗ
       
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201505090228392992/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日2:29
体温下がった。

モチベも下がった。

…早く殺して下さい希望。

…寝ま〜す…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日23:48
Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
「宇宙大学　入学受付」　アルフレッド　ヲブル裁判官・医師　と、アンドリュ　バシアーゴ弁

護士が宇宙大学を設立して、入学の受付を始めました。 http://bit.ly/14bIywc

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月10日9:04
戸谷真理子さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5月8日 
１＜悪夢の超特急リニア中央新幹線＞　「書店に並ぶ直前に、３０００部全部裁断されてしま

った」4/13樫田秀樹氏　岩上安身氏インタビュー
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4229.html …
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日11:26
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1時間 1時間前 
「ノアの大洪水」は空想の産物と思ってる方、違いますよ

地球は宇宙に開かれていて、絶え間なく彗星隕石の衝突を受けている

数万年前に地球の数分の一という巨大彗星がやってきて引力で接合し、持っていた水を地球に大

量に明け渡し、自分は地球の衛星になってしまった

これがノアの洪水です　月です

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日11:52
Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
アセンション版 宇宙人の魂をもつ人々—数百万の眠れるワンダラー&ウォークインが一挙にライ
トワーカーになる!

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日11:58
Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
「最近、ガイドさんに導かれているからなあ」するとどうでしょう。私の言葉が終わるか終わら

ないかのうちに、声が聞こえました。「昔からですけど…」「ガイドとの交信マニュアル—誰で
も　こうすれば　つながる」 藤由 達藏 http://amzn.to/dHre6j
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（５月９日）　どうせ私が努力なんかしたって、ぜんぶカミサマに潰される。

http://85358.diarynote.jp/201505091003087479/

とりあえず現状維持。(^_^;)
2015年5月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (7)
こう見えて、これで、我が半世紀におよぶ人生史上で

今が一番ラク（「楽しい」とは違うが）なので…

現状維持の縮小再生産。

以外はもう、何もしない。

(-_-#)

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日10:21
どうせ私が努力なんかしたって、ぜんぶカミサマに潰される。

(-_-#)

私の希望は通らない。

勝手な道具に使われてるだけ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日10:23
まぁ、札幌は、

線量も気温も低いし、

民度と文化度は高いし、

ご飯は安くて新鮮で、

汚染は少なめだし…

http://85358.diarynote.jp/201505091003087479/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201505091003087479/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150509/85358_201505091003087479_1.jpg
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ここまでの避難だけで、

人生最期の気力まで、

使い果たしちゃったんだな…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日10:37
やっぱり線量が高め。(∋_∈)

ダルい。

何も考えられない。(T_T)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日15:00
倦怠感。眼精疲労。

紫外線が異常に強い。(∋_∈)

脾臓と肝臓がチクチク痛むけどたぶん好転反応？(^_^;)

台風が北風を喚んでくれて気温は下がったのに、なにゆえ線量が上がる…？(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日15:07
狼さんがずっと鼻歌でふんふん♪ミッドナイトサブマリン♪をリピートしているので、

…まぁ実際には大した問題じゃない…。(^_^;)？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月9日22:46
２４時間、地震が停止中というソラ恐もろしい事態。

(・ω・;)(;・ω・)

ご飯食べて寝ますぅ…
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年5月9日23:35
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2時間 2時間前 
なんか「膵臓ガン」に関する番組が多くなってる気配があるけど、ストロンチウムは「膵臓」を

ダメにするみたいですからね。ストロンチウムは「骨」だけじゃないから。危ないよね。ほんと

。食品検査してないから、ストロンチウムのベータ線。チェルノブイリでは、牛乳のストロンチ

ウム検査をやってる

 



（５月10日）　逢いたいたい人には逢いにゆけ。今、すぐ…

http://85358.diarynote.jp/201505110010569172/

逢いたいたい人には逢いにゆけ。今、すぐ…
2015年5月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=lRTiIWvwGGU&list=PL4B8FDDF64970707E
「平穏な日々」 PHANTASY STAR ONLINE 2 

地震マップ @eq_map 
· 57分 57分前 
【M3.0】群馬県南東部 深さ11.7km 2015/05/10 22:39:29
(G)http://j.mp/1FdIJLg (Y)http://j.mp/1F767rJ (アニメ)http://j.mp/1EteeKD

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M3.5】群馬県南東部 深さ154.5km 2015/05/10 21:12:55
(G)http://j.mp/1zUg3oo (Y)http://j.mp/1KV3REL (アニメ)http://j.mp/1KV3REJ

地震マップ @eq_map 
· 4時間 4時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M2.3 10日19時39分頃発生 
(G)http://j.mp/1IbW1Xt (気象庁)http://j.mp/1Fdthys

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M2.5】茨城県南西部 深さ47.0km 2015/05/10 18:40:32
(G)http://j.mp/1FWWL2v (Y)http://j.mp/1JzwBSx

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M1.4 10日18時22分頃発生 
(G)http://j.mp/1IbW1Xt (気象庁)http://j.mp/1RqUwZV

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505110010569172/
https://www.youtube.com/watch?v=lRTiIWvwGGU&list=PL4B8FDDF64970707E
http://j.mp/1FdIJLg
http://j.mp/1F767rJ
http://j.mp/1EteeKD
http://j.mp/1zUg3oo
http://j.mp/1KV3REL
http://j.mp/1KV3REJ
http://j.mp/1IbW1Xt
http://j.mp/1Fdthys
http://j.mp/1FWWL2v
http://j.mp/1JzwBSx
http://j.mp/1IbW1Xt
http://j.mp/1RqUwZV


地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M1.9 10日18時15分頃発生 
(G)http://j.mp/1IbW1Xt (気象庁)http://j.mp/1GWUeBu

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第7報)◆◆【M3.7】神奈川県西部 深さ10km 2015/05/10
18:07:28発生 最大予測震度3
(G)http://j.mp/1cDm0vH (Y)http://j.mp/1Jzujmv

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M2.0 10日17時53分頃発生 
(G)http://j.mp/1IbW1Xt (気象庁)http://j.mp/1FdoSLX

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 神奈川県西部 深さごく浅い M2.2 10日17時00分頃発生 
(G)http://j.mp/1zPm1Xd (気象庁)http://j.mp/1F6Jiof

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.5】茨城県北部 深さ62.1km 2015/05/10 14:29:46
(G)http://j.mp/1FWMyTM (Y)http://j.mp/1cCO5Dd

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M2.7】銚子付近 深さ36.7km 2015/05/10 12:43:46 http://j.mp/1IpBQak

地震マップ @eq_map 
· 16時間 16時間前 
【M2.6】茨城県北部 深さ8.8km 2015/05/10 07:59:31
(G)http://j.mp/1ErSjn5 (Y)http://j.mp/1bGLcjv

地震マップ @eq_map 

http://j.mp/1IbW1Xt
http://j.mp/1GWUeBu
http://j.mp/1cDm0vH
http://j.mp/1Jzujmv
http://j.mp/1IbW1Xt
http://j.mp/1FdoSLX
http://j.mp/1zPm1Xd
http://j.mp/1F6Jiof
http://j.mp/1FWMyTM
http://j.mp/1cCO5Dd
http://j.mp/1IpBQak
http://j.mp/1ErSjn5
http://j.mp/1bGLcjv


· 16時間 16時間前 
【M2.5】茨城県北部 深さ92.9km 2015/05/10 07:31:39
(G)http://j.mp/1bGJ8YF (Y)http://j.mp/1ErOVsq

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M3.2】銚子付近 深さ38.3km 2015/05/10 02:21:52
(G)http://j.mp/1dU35gr (アニメ)http://j.mp/1cAAOLq

地震マップ @eq_map 
· 23時間 23時間前 
【M3.2】長野県東部 深さ166.2km 2015/05/10 00:33:23
(G)http://j.mp/1FbRnda (Y)http://j.mp/1FbRkOh (アニメ)http://j.mp/1FbRky3

地震マップ @eq_map 
· 5月9日 
【M3.4】群馬県北西部 深さ471.3km 2015/05/09 21:36:17
(G)http://j.mp/1Ku1w2J (Y)http://j.mp/1PwXt7q (アニメ)http://j.mp/1Ku1uI7

https://www.youtube.com/watch?v=npJ5mamoHhE
坂本美雨【CHILD OF SNOW】

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 2 時間 2 時間前 
今朝の時点では、減る傾向だったけど、火山性地震が急増してた。

（http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/files/dat_auto/n-t30days.jpg …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 5 時間 5 時間前 
10日17時ごろから
箱根の芦ノ湖付近で有感地震が５回、起きてますね。17時のM2.2は、少し離れた震源
。いずれの地震も、震源の深さは（ごく浅い）

気象庁（http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/597336351613198336/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 

http://j.mp/1bGJ8YF
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http://j.mp/1cAAOLq
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http://j.mp/1PwXt7q
http://j.mp/1Ku1uI7
https://www.youtube.com/watch?v=npJ5mamoHhE
http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/files/dat_auto/n-t30days.jpg
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/597336351613198336/photo/1


· 6時間 6時間前 
5月10日
17時00分（M2.2：震度１：箱根町湯本）
17時53分（M2.0：震度１：箱根町湯本）
18時07分（M3.1：震度２：箱根町湯本）深さ：極浅い
気象庁（http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/597330489456758784/photo/1

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

Lightworker @Lightworker19 
· 6 分 6 分前 
大飯原発爆発カウントダウン　http://bit.ly/YQrdaP

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
小田原、同世代等知人突然死4人、女子高校生脳梗塞、小学生心疾患救急搬送。箱根、
汚染漁網受入表明の怪。http://bit.ly/1dOYlUN

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
被曝症状でもっとも多いのが、身体がだるく、疲れやすい、体力がもたない、といっ

た全身倦怠感です。これこそが、被曝症状の典型であり、本来は被曝の第一の指標と

なるべきものでしょう。http://bit.ly/17OVNE4

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】被曝の最大の障害は知能低下と性格崩壊、意欲の減退。 東京でも影響が出て
いる。

https://www.youtube.com/watch?v=2SyDX_OCQXw
坂本龍一 鉄道員 Poppoya - live’09 ver. 
       
 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/597330489456758784/photo/1
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＞身体がだるく、疲れやすい

＞知能低下と性格崩壊、意欲の減退。

…手遅れだね？私…（＾＾；）…
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（５月11日）　脳内はあいかわらず、歴代前世暗黒史を大展開中でございます…

http://85358.diarynote.jp/201505110854333821/

箱根山、市街地での地割れ噴火の可能性もある

。

2015年5月11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=uUYPOQyvQSM
【MAD】ushi tora 【英雄不要論序説】 

おはようございます。０８：０９です。

バイト中番。４連勤の３日目。

札幌は快晴無風。

線量は…（－－；）…高くはない…？ですが、
先月まではずっと０.０３μ台で推移していたのに、

今月に入ってから０.０４μ台から下がらなくなりました…
（－－＃）

しかしながら、

やはり札幌は「日本で一番生活しやすい」大都市圏です。

あの時、軽井沢から「実家に戻る」を選んでいたら、

今ごろは「通勤難民」でしたから…（－－；）…★
（前項＋前々項参照）

特務機関NERV @UN_NERV 
· 24 分 24 分前 
【京浜東北・根岸線 運転見合わせ】
JR京浜東北・根岸線は、午前7時30分すぎに根岸駅で起きた人身事故の影響で、現在、
大宮駅と大船駅の間の全線で運転を見合わせています。

http://nerv.link/itrMBa

…これが停まったら、実家からはどこへも出かけられない…
（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201505110854333821/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505110854333821/
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https://www.youtube.com/watch?v=lpytHbTQS2s
【MAD】月光条例【神話】

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1時間 1時間前 
なぜか気象庁に表示されない伊豆諸島M5.6
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …
無感のはずはないが

今朝から震災級前兆と何度も書いている

amaちゃんださんがリツイート 
火山情報 @kazan_joho 
· 2時間 2時間前 
【伊豆諸島でマグニチュード５．６の地震】

現地時間０６：２５ころ、約１９分前。震源深さ１８ｋｍ。http://tinyurl.com/lvewmca 
#地震

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel 
· 2時間 2時間前 
@tokaiamada 本日未明、伊豆沖〜八丈島〜鳥島近海でM５前後が頻発。フィリピン海
プレート、箱根と関係あるのでは？

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
【怖すぎ】箱根山の温泉で謎の黒い湯！老舗旅館でも初の事態！原因は不明！温度も

上昇！「このまま穏やかに済んでほしい」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6437.html …
これは硫化鉄だね

地下深い含鉄地層に硫化水素水蒸気が侵入し、鉄を硫化して温泉脈に噴出したんだろ

うね

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
箱根山で火山性の有感地震６回、震度２も初観測(5/10 読売新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5200.html …

https://www.youtube.com/watch?v=lpytHbTQS2s
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://tinyurl.com/lvewmca
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6437.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5200.html


いよいよだ　相当な噴火になりそうだ

噴火口が伝播し、市街地での地割れ噴火の可能性もある

https://www.youtube.com/watch?v=Bz4Z26VDlSE
【MAD】月光条例　moonlight act 月光条例のねじれをただす章　旅人よ 

私の脳内はあいかわらず、歴代前世暗黒史を大展開中でございます…
…（〜〜；）…
自分と身内の犯罪歴、今でいうなら子殺し強姦ストーカー殺人…
的な、いわゆる【チジョウノモツレ】大反省会中…

…＜（ーー；）＞…

スゴスギテ、もはや気楽に公開できる範囲を超えちゃっております…

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
＜炎上＞大阪維新の会がやらかした！目盛りを縦に引き伸ばして「有効求人倍率が急

改善しました」（netgeek）
http://netgeek.biz/archives/36446

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
リツイートしても決して表示されないツイートが存在することが分かった

なるほどツイッター社は、このように投稿制限しているのか

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
タイムラインに表示されない！

遠くのジジ　@minione150　
福島の病院で、片手がない奇形児などが生まれ始めた（病院の医療事務から直接聞き

出す） http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f3ad3 …

@neko_aiiさんから
amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 

https://www.youtube.com/watch?v=Bz4Z26VDlSE
http://netgeek.biz/archives/36446
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f3ad3


· 11時間 11時間前 
(核の難民)科学者にだまされ「島」に戻った人々の悲劇。
この「島」の悲劇が「福島」にならないように！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7e35062cdf2784eacb58407dd87145b8 …
島民には「島はもう安全だ。何も問題はない」と説明

高汚染地帯に帰還させ”遺伝的研究”
島でくらし始めた人々には、デキモノ、下痢

amaちゃんださんがリツイート 
あざらしサラダ @azarashi_salad 
· 5月9日 
「原発事故で何が怖いかというと、東京から多くの方が避難しているのにテレビでは

そうした情報が全く報道されない、それが一番怖かった」おしどりマコ

https://www.youtube.com/watch?v=2xM-EgXF_5o
【英雄ＭＡＤ】からくりサーカス【二人ならあああああああ】 
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amaちゃんだ @tokaiamada 
· 12時間 12時間前 
「技術」は何のために生まれたか？

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7e35062cdf2784eacb58407dd87145b8
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食糧の確保、生活利便性向上のため、なんて思ってる人が多いと思うが実は違う

技術は人殺しのために生まれ、他人を出し抜いて利権を得るために生まれたのであって最初から

最後まで差別と利己主義の申し子といってよい

人の幸福のために生まれたものは技術でない

 
 



（５月11日）　ちなみに昨日の「脳内放送局」延々リピート曲目は…

http://85358.diarynote.jp/201505110903104990/

知的障害が起きる。…安いベクレ飯を食べて、
たくさん吸ったのよね。

2015年5月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

（承前）

ちなみに昨日の「脳内放送局」延々リピート曲目は…、
https://www.youtube.com/watch?v=vVIA1ISs6M4
【初音ミク】 千本桜 【オリジナル】 HD720P 
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 
でした…（－－；）…何故この選曲…？

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
行政やマスコミが報じない：林野庁発表「杉花粉のセシウム濃度」⇒裁判の有力資料

http://mak55.exblog.jp/21779198/

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
収束しない放射能汚染、群馬県ツキノワグマ肉470ベクレル、ニホンジカ肉200ベク
レル、宮城県コシアブラ440ベクレル、タケノコ110ベクレル(5/7 厚生労働省)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5199.html …
久々登場、江戸川さんの十八番

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
新日本製鐵の幹部社員

「輸出向けの鋼材については、原発事故の直後から、

相手国の強い要望で、製品の放射線検査を実施しています。

http://85358.diarynote.jp/201505110903104990/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=vVIA1ISs6M4
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
http://mak55.exblog.jp/21779198/
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特に厳しいのが、ロシア、韓国、中国。

原発から遠い千葉の君津製鉄所で生産しているスチールにまで、

検査証明書を付けろというのです」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 11時間 11時間前 
低線量被曝の症状

・免疫力低下による感染症の増加

・風邪をひきやすい

・風邪が治りづらく、重症化しやすい

・だるい

・つかれやすい

・たちくらみ

・貧血

・胸焼け

・すぐに息切れ

・手足の痺れ

・蕁麻疹・湿疹

(日本DEATHS　2013/05/09)より

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 16時間 16時間前 
2013年1月10日
千葉県在住

喘息、完治したアトピーの悪化に悩んでる。

最近は、虫に刺されたような跡や

ひっかき傷が体の広範囲に、日に日に増えていく。

免疫も下がってるせいか、なかなか治らない。

去年は足の爪が３枚はがれた。

痛くないのが不思議。

下痢症状も多い。

amaちゃんださんがリツイート 
ポンパドール @rose_ponpa 
· 12月25日 



さっき、母と電話してびっくり！

実家近所の大学生の息子さん。東京の大学進学して、長期欠席していると学校から電

話があり、駆けつけると突然死していたと。

安いベクレ飯を食べて、たくさん吸ったのよね。

両親は、朝早くから夜遅くまで職を掛け持ちして学費を捻出していただけに無念でな

らない。

おまけ…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=ZERw9yoZpXI
千本桜をエアガンで演奏してみた

もーみなさん、発想が自由すぎます…♪　ｗｗｗｗ

amaちゃんださんがリツイート 
なかんづくドリア @thsc782_407 
· 5月7日 
水蒸気噴火の兆候が見られ、噴火警戒レベル２が出ている箱根山が話題ですが、同じ

く噴火警戒レベル２が出され、絶賛マグマ噴火中の阿蘇山に向かう産交の路線バスを

ご覧ください。 
https://twitter.com/thsc782_407/status/596343343417675776/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
まあこ ♪ @akeming3 
· 10時間 10時間前 
@tokaiamada スーパーの野菜売り場辺りにあるスタンド焼き芋は茨城産←熊本まで持
ってくるなよ。子ども達めっちゃ食べてます。なんとかしてくれ〜(´×ω×`)

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 12時間 12時間前 
書き忘れていたが、妊娠三ヶ月齢の胎児は60歳に比べて3万倍の放射線感受性があると
の報告がある

大人が5ベクレル、青少年が日1ベクレルとすれば、胎児は完全に0ベクレルでなければ
ならない

このデータをよく読み返してほしい　知的障害が起きる

http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html …

https://www.youtube.com/watch?v=ZERw9yoZpXI
https://twitter.com/thsc782_407/status/596343343417675776/photo/1
http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html


amaちゃんださんがリツイート 
白石草 @hamemen 
· 14時間 14時間前 
ビリギャルの「努力」と駅前トイレで寝泊まりするトリプルワークの女子高生の「

努力」する前提すらない貧困(井上伸) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20150508-00045523/ …

さて。

ホームレスまで転落するほど生き延びてしまってから死ぬのはいやなので、

バイトに逝ってきます…
 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20150508-00045523/


（５月11日）　地面に激突死するまでの短い数分間のフリーフォール無重力をヤケで
愉しんでるみたいな…

http://85358.diarynote.jp/201505111447418964/

１１２２。

2015年5月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

…う〜ん…(^_^;)
ちっちゃかった…┐(’〜`；)┌

写真失敗。真ん中のつがいの鳥がいつも同じ場所で休んでるのか微笑ましいんですが。(^_^;)
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何か今日はいつもと違う意味で何かがすごく変。(・_・;)

地面に激突死するまでの短い数分間のフリーフォール無重力をヤケで愉しんでるみたいな…

(・ω・;)(;・ω・)
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（５月12日）　脳内では前世大反省会。

http://85358.diarynote.jp/201505120902504001/

to B？ or not to B？
2015年5月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

＜前項「ヨウ素剤の配布を開始…」参照してくださいね。
（－－；）

おはようございます。０８：５１．

バイトは遅番。４連勤の最終日。

（－－；）

明日から「勝手にＧＷ連勤の代休」３連休…！
…だった、はずなのですが…（－－＃）

今朝になって天気予報が、今夜から明日にかけて降水確率９０％！

とか…（ＴへＴ；）…

楽しみにしていた終日外遊び！の予定が大崩壊です。

（；へ；）

気分で音楽はこれになりました…☆
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time 

しょーがない。（－－；）マジで降ってたら、あしたは「プランＢ」だな…★

カラパイア @karapaia 
· 20時間 20時間前 
【RT500UP】 今この瞬間は一度しかない。幸せな人生を送るために諦めてはいけな
い25のこと。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52161579.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/597618400953704449/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201505120902504001/
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https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-2U
Ｚ．刻をこえて 

ちなみに脳内では前世大反省会の結論？（＾＾；）？

基本のキの字の「腹を割ってお話合い」（！）という段階に、ようよう辿り着きつつ？あり

ます…？？？

（いったい総計何億年？「地上ノモツレ」を、

「やらかしてる」んですか？我々…（－－；）…★）

カラパイア @karapaia 
· 4時間 4時間前 
【RT200UP】 今でもずっと一緒がいいの。大好きなぬいぐるみを携えた犬と猫の成長
記録ビフォア・アフター http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191730.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/597849950416842752/photo/1

カラパイア @karapaia 
· 9時間 9時間前 
【RT200UP】 新理論：多元宇宙と我々の宇宙はお互いに影響し合っている（豪研究）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52180690.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/597769394228363266/photo/1

おまけ☆

カラパイア @karapaia 
· 9時間 9時間前 
【RT600UP】 猫はワンワンにもホイホイしちゃうらしい。スーパーマリオのワンワン
型猫用ベッド http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191339.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/597776949633650689/photo/1

ｗ（＾◇＾；）ｗ
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日9:13

火山たん @volcano_tan 
· 9 時間 9 時間前 
火山クラスタの不思議なところは、歳月の感覚がおかしくなる所なんだよ。例えば自分の出来事

は「あれから10年も経ったんだね」と思うのに、火山に関しては「あの噴火はたった100年前の出
来事なんだ」と思うんだよ。私だけかもしれないけどね…
 

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


（５月12日）　被曝した100人を比較したところ、とくに左脳に変化が生じていること
がわかった。

http://85358.diarynote.jp/201505121054389551/

めも

2015年5月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
「君子怪力乱神を語らず」

このごろ洛中を騒がす噂。

役人の行方不明。

光る凧船。

「馬鹿馬鹿しい」

…人生なんて、その程度のものである。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日16:26
別件。(-_-#)
まぁフィルっちがいる限り、

スタッフは次々と、

辞め続けるよな…┐(’〜`#)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日16:30
ちなみに今日は病欠者が３人。

(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/201505121054389551/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505121054389551/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150512/85358_201505121054389551_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
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…札幌も、
水道水や回転寿司の摂取者は、 

どんどん死んでいきますね…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日16:48
水道水を飲んでる人かどうか、

てか、

「脱被曝」してる人かどうか、

一目で判別できるぐらい、

今週に入ってから、

異様に体調が悪そうな人。

が増えた…ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月12日21:42
本日まごうかたなきバイトぷち厄日(-"-;)でございましたが、
Ｍ７地震を連発で！(・_・;)！くらったネパール関係者に比べたら、モンクなんか言えない…
(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日12:00
Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 
これらネガティブな感情のとき、DNAが十分働かないので病気になります。すべての病気の原
因は、これらのネガティブな感情からくるものです。そういうネガティブな環境からは離れまし

ょう。「宗教」、「競争」、「憎しみ」、「嫉妬」のような感情と、それを作り出す人間関係か

ら離れましょう。

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

2015年5月13日20:59
Lightworker @Lightworker19 
· 47分 47分前 
創造行為というのは常にひとりの内側で行われます。創造というのは内側の存在からの啓示だか

らです。内側の存在と話すには、孤独になりその静かな声を聞く時間が絶対に必要です。孤独を

恐れる人は、本当の自分と対話する貴重な時間を失っている。http://bit.ly/15umUPl

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
ここの所、頭がボーっとして考えがまとまらない。頭にもやがかかったような感じになる。 昨夜
は非常に強い寒気がして仕方がなかった。昨日は買い物に出たが埃が出やすい商品の所では頭が

痛くなった。「放射能とともに生きている記録」http://bit.ly/1djX9ee

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
ロガノフスキー氏らの研究チームが11歳から13歳までの被曝した子供たち100人を被曝していない
子供たち50人と比較したところ、とくに左脳に変化が生じていることがわかった。
　http://bit.ly/1vxraAn
 

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


（５月12日）　いつも特別扱い（？）ありがとうございます、レラカムイ様！

http://85358.diarynote.jp/201505122315009171/

涅槃流…
2015年5月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

あらためまして、おばんです。

https://www.youtube.com/watch?v=JicAW0vBKsM
映画「タイタニック」 碧洋のハート (The Heart of the Ocean)、
サウンドトラックCD 

例によって降水確率７０％にしちゃたいした降りじゃないなと、

同僚に折り畳み傘を貸してしまって、

やや線量高めの霧雨のなか、

春コードのフードだけで無事帰宅…

して、自室についてコートを脱いだとたんに、

轟音とともに突風が吹き抜けて、

いっきに本降りになりました…。
　（＾◇＾；）

いつも特別扱い（？）ありがとうございます、レラカムイ様！

　！（＾Ｏ＾）！

んで。

ＰＣ開けたら時刻が２２：４４。

ＤＮＡのカウントが、０５０８８６６。

　（＾＾；）

４連勤ラストのプチ厄日。

明日から３連休〜♪

　！（＾＾）！…だったはずが、

…予報は雨。予定は全滅…。
…（－－；）…★

http://85358.diarynote.jp/201505122315009171/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=JicAW0vBKsM


ＢＧＭは、やっぱこれかな…☆
https://www.youtube.com/watch?v=J7NfsnmNojw
Titanic Complete Score - The Sinking of the Titanic 

地震マップ @eq_map 
· 37分 37分前 
【M4.3】NEPAL 10.0km 2015/05/12 21:28:22JST, 2015/05/12 12:28:22UTC
(G)http://j.mp/1dZ5PJu (USGS)http://j.mp/1dZ5SEV

地震マップ @eq_map 
· 1時間 1時間前 
【M4.2】NEPAL 10.0km 2015/05/12 20:58:09JST, 2015/05/12 11:58:09UTC
(G)http://j.mp/1F4AttE (USGS)http://j.mp/1PEjHVc

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M4.2】NEPAL 10.0km 2015/05/12 20:21:30JST, 2015/05/12 11:21:30UTC
(G)http://j.mp/1E3BspY (USGS)http://j.mp/1Pg5se9

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M4.5】NEPAL 10.0km 2015/05/12 19:35:40JST, 2015/05/12 10:35:40UTC
(G)http://j.mp/1E3zEgW (USGS)http://j.mp/1F4uF3g

地震マップ @eq_map 
· 3時間 3時間前 
【M4.3】NEPAL 10.0km 2015/05/12 19:15:06JST, 2015/05/12 10:15:06UTC
(G)http://j.mp/1K3TNf7 (USGS)http://j.mp/1bM86FW

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M5.2】NEPAL 15.0km 2015/05/12 17:21:10JST, 2015/05/12 08:21:10UTC
(G)http://j.mp/1RyqZxo (USGS)http://j.mp/1FaFT7J

地震マップ @eq_map 
· 5時間 5時間前 
【M5.1】NEPAL 15.0km 2015/05/12 17:13:54JST, 2015/05/12 08:13:54UTC

https://www.youtube.com/watch?v=J7NfsnmNojw
http://j.mp/1dZ5PJu
http://j.mp/1dZ5SEV
http://j.mp/1F4AttE
http://j.mp/1PEjHVc
http://j.mp/1E3BspY
http://j.mp/1Pg5se9
http://j.mp/1E3zEgW
http://j.mp/1F4uF3g
http://j.mp/1K3TNf7
http://j.mp/1bM86FW
http://j.mp/1RyqZxo
http://j.mp/1FaFT7J
http://j.mp/1FaEyhh
http://j.mp/1Ryp385


(G)http://j.mp/1FaEyhh (USGS)http://j.mp/1Ryp385

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M5.0】NEPAL 15.0km 2015/05/12 17:06:07JST, 2015/05/12 08:06:07UTC
(G)http://j.mp/1RynCGL (USGS)http://j.mp/1RynCGS 

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M5.4】NEPAL 15.0km 2015/05/12 16:34:22JST, 2015/05/12 07:34:22UTC
(G)http://j.mp/1RyjoyL (USGS)http://j.mp/1FaB7Hn

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M6.3】NEPAL 15.0km 2015/05/12 16:36:53JST, 2015/05/12 07:36:53UTC
(G)http://j.mp/1RyhJcJ (USGS)http://j.mp/1RyhHBF

地震マップ @eq_map 
· 6時間 6時間前 
【M5.6】NEPAL 10.0km 2015/05/12 16:17:20JST, 2015/05/12 07:17:20UTC
(G)http://j.mp/1RyfciL (USGS)http://j.mp/1FayYvc

地震マップ @eq_map 
· 7時間 7時間前 
【M7.4】NEPAL 18.5km 2015/05/12 16:05:19JST, 2015/05/12 07:05:19UTC
(G)http://j.mp/1RyaBgq (USGS)http://j.mp/1E3iIXP

http://j.mp/1RynCGL
http://j.mp/1RynCGS
http://j.mp/1RyjoyL
http://j.mp/1FaB7Hn
http://j.mp/1RyhJcJ
http://j.mp/1RyhHBF
http://j.mp/1RyfciL
http://j.mp/1FayYvc
http://j.mp/1RyaBgq
http://j.mp/1E3iIXP


（５月13日）　中国南端あたりに、慧瑠さんはいるらしい…

http://85358.diarynote.jp/201505130800571014/

７５７。

2015年5月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

おはようございます。

07:57。

雨はやんでる。

気圧は下がってる。

呼吸困難。

なんだか絶望感。

脳内音楽、

千本桜。

フト目が覚めたら、

すでにこの時間。(^_^;)

…ではまた…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日8:15
　

おお。(＠_＠;)。

出てんじゃん、震度５強。

http://85358.diarynote.jp/201505130800571014/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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　ヽ（・＿・；）ノ

前に言った、「内陸揺れるよ」地点。(・_・;)

女川原発ドーなっつ？(＠＠;)

…寝よ… (∋_∈)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日8:24
札幌０.０５２μまで上昇。

すごい湿気。

なのに空気が焦げ臭い。(-_-#)

道路から咳の音が聞こえます。

喉が痛い。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日12:16
中国南端、

クンミン「昆明」

〜ターリー「大理」

〜パーチーホワ…
の、三角地帯の辺りに、

慧瑠さんはいるらしい…
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月13日）　「俺が朝早く起こされたのは全部地球が丸いのが悪い！」

http://85358.diarynote.jp/201505131134397517/

１０１０．

2015年5月13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、おそようございます。

１０：１０。（＠＠；）

札幌は無風快晴。

気温は低め。

線量は高めで、喉が痛いです。

昨夜のhymnつながりで、今朝の音楽はＣＤでこれでした…
https://www.youtube.com/watch?v=-DR-Y3aeUnk
Gala - Cosmos 

とても楽しみにしていた「５月の３連休」の初日…
なんですが、予定は全崩壊中。

（－－；）

雨の天気予報だったから、もういっそ終日インドアね…という
「プランＢ」をすでに策定していたのに、こう晴れてしまうと、

それも業腹だというね…
（－－；）

そして。Ｍ６.８！（＠＠；）||||

地震マップ @eq_map 
· 4 時間 4 時間前 
Updated【M6.8】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.9km 2015/05/13
06:12:58 JST
(G)http://j.mp/1AUOFBE (USGS)http://j.mp/1AUOINU

http://85358.diarynote.jp/201505131134397517/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505131134397517/
https://www.youtube.com/watch?v=-DR-Y3aeUnk
http://j.mp/1AUOFBE
http://j.mp/1AUOINU


…「死ぬまえに、やりたいことを、やりつくしてから」死ぬ…！

…という基本行動方針の計画策定のもとに、
短期プランを練り直したいと思います…
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=Wb4_9cciW0o&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=10
Gregorian: Engel 

Ｅ nge Ｌ...（＾＾；）…
堕天使Ｌ様のうた…？？       
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日11:46
War Is Overさんがリツイート  
坂爪圭吾 @KeigoSakatsume 
· 5月9日 
家を持たないのは「固定されるより流動的でありたいから（常に身軽でいたいから）」であり、

定職を持たないのは「自分を限定づけたくないから」で、金を持たないのは「単純に人間として

の出来が悪いから」だと思っているのですが、こういうことを話すと説教されるから普段はあま

り言わない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日16:21
ツトム @mame226 · 3時間3時間前

明け方の地震に憤るあまりラノベタイトル風の極論に到達する同僚

 
「地震で起きちゃったよ、なんで地震なんか起こるんだ、プレートのせいか？地球のプレート

がガッてなるからか？そもそも地球が丸い形してることに無理があるからじゃないか？俺が朝早

https://www.youtube.com/watch?v=Wb4_9cciW0o&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=10
http://85358.diarynote.jp/
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く起こされたのは全部地球が丸いのが悪い！！」

　

 



（５月13日）　「今日は大通り公園から黒とうきびのご紹介！晴天だった札幌中心部
、人生初の私の中継が始まった途端大雨&雷。そして終わった後に止む始末。ついてま
すね！！！」

http://85358.diarynote.jp/201505131243409976/

落雷？…【現在札幌市に雷、なだれ、融雪注意
報が発表中です】…（；‾Д‾）
2015年5月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

出歩くプランがまとまらずに、ぐずぐずしているうちに曇ってきたなと思ったら、

突然の雷雨豪雨。(‾○‾;)

しかも、本来の目的地だった、森林公園あたりに？(‾○‾;)

巨大落雷したもよう…

ヽ（・＿・；）ノ
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…寝ます…(ToT)
 

（もちろん、ＢＧＭはコレ！ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=9eFCaCiGPMM
Akira (1988) Opening Credits Project
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日14:06
スパイクかと思うような線量急上昇だった雷豪雨。(・_・;)
放射線量モニタリングポストが見れない…(・ω・;)(;・ω・)
…落雷直撃…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日16:08
小路幸也 @shojiyukiya · 3時間3時間前 
札幌近郊我が家近辺、雷による停電です。

tauntaun（俳句） @tauntaun · 3時間3時間前 
雷やばい。手稲なんて変なアンテナばっかりだから札幌に落ちる雷全部手稲に来る

NIFuu @Nifuu1 · 3時間3時間前 
ﾄﾞｶﾞｯ、ｺﾞﾛｺﾞﾛｺﾞﾛて鳴ったから事故かな？て振り向いたら画像に写ってる左の電信柱に雷落ちて

チビりかけたｗｗｗｗ雷雲やばｗｗｗ #札幌 
https://twitter.com/Nifuu1/status/598331625856847873/photo/1

橋場了吾@RMN編集部 @RyogoHashiba · 3時間3時間前 
雷→雨→雷→めっちゃ晴れ（今ここ）。札幌の天気が不安定過ぎる。

二階堂ハイジ @nigabiru · 3時間3時間前 
二階堂ハイジさんがリツイートしました FM NORTH WAVE
今日は大通り公園から黒とうきびのご紹介！晴天だった札幌中心部、人生初の私の中継が始まっ

https://www.youtube.com/watch?v=9eFCaCiGPMM
http://85358.diarynote.jp/
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た途端大雨&雷。そして終わった後に止む始末。ついてますね！！！ FM NORTHWAVE「with」
毎週水曜12時台ウィークリーハイジでした！ 

札幌のお天気 @sapporotenki · 4時間4時間前 
5月13日12時の札幌市内の気温は15℃から18℃。今日これからの天気は晴れ時々雨。中心部の最
高気温は19℃の予想。現在札幌市に雷、なだれ、融雪注意報が発表中です。急な強い雨や落雷に
ご注意下さい。 #sapporo #tenki #札幌

宇宙天気ニュース @swnews 
· 4 時間 4 時間前 
[記事] 太陽風の速度が600km/秒近くに高まっています。 http://swnews.jp #swnews

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月13日16:10
まゆ子 @mayu_koko817 · 5月8日 
後輩ちゃん、実は札幌東三年前は不発弾見つかって休校になったんだよ

今回雷とかそろそろ学校破壊されて新校舎になる夢が叶う日もそう遠くないはず(＾ω＾)
とかいって喜ぶなよ(＾ω＾)
 

http://85358.diarynote.jp/
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（５月13日）　「何しろ広大な領土を自らの失政でなくしたのですから。未来をなく
したので過去に戻ったのですね。そこは、失政を無にできる遺制的な幻想の時空です。
それを法的に実現するのが改憲です。」

http://85358.diarynote.jp/201505131705286738/

北海道に分散し、小樽を通り過ぎようとしてる

。　〜変わらない日々〜

2015年5月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

子どもの頃の「私の夏休み」って、こんなところの「旅」が恒例だったよ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=EI8vWb9tQV0
関山 中尊寺 ONE DAY〜変わらない日々〜 

3,564人がリツイート 
tenki.jp地震情報 @tenkijp_jishin · 10時間10時間前 
13日6時13分頃、岩手県などで最大震度5強を観測する地震がありました。今後の情報
にご注意下さい。 http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20150513061308.html
… #jishin

https://www.youtube.com/watch?v=rGZGOJDoVdY
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WebTV#79 南部鉄器のふるさと　キューポラの館 

達増拓也 TASSO 本格復興邁進年 @tassotakuya · 5時間5時間前 
今朝の地震に関し、今のところ岩手県内、いわゆる人的被害や救助を要する事態の報

告はありません。今日18:00からの岩手大学・岩手県立大学合同講座での私の講義は予
定通り行います。テーマは「いわての現状と未来 若者への期待」。

NHK盛岡放送局 @nhk_morioka · 5時間5時間前 
【地震情報】、「イオンモール盛岡」では、地震の揺れで店舗２階の２か所でスプリ

ンクラーが作動し、衣料品売り場とフードコートが水に浸かったということです。こ

のうち、衣料品売り場ではコーンを設置して立ち入りを制限しています。（続く）

#nhkmoriokanews 

災害担当記者のつぶやき @antidisaster · 7時間7時間前 
今回の地震は、気象庁の「長周期地震動階級」で階級3に相当する周期の長い揺れが観
測されているのがひとつの特徴。階級3は「立っていることが困難」「キャスター付き
什器が大きく動く。固定していない家具が移動…」などとあり、宮城県北部の高層マ
ンションとか、相当長い間揺れた可能性が。

た か ね @taaaaaa1026 · 8時間8時間前 
地震あったの？死にたい 
https://twitter.com/taaaaaa1026/status/598274369819840512/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=pSAH4BF_ca0
真言法響会十周年記念声明公演　曼荼羅の響音 

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 @WSJJapan · 5時間5時間前 
【スライドショー】ネパールで再び地震 60人以上が死亡 
http://on.wsj.com/1cuHKsP 
https://twitter.com/WSJJapan/status/598306097724690432/photo/1

Shoko Egawa @amneris84 · 7時間7時間前 
中学の校舎倒壊で死亡した生徒約３００人の補償はなく、名前を刻んだ慰霊碑も作

れず、一帯は商店や住宅が入るビルに建て替えられ、すっかり様変わり…と　→四川
大地震、薄れる記憶　発生から７年、追悼行事なく - 朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/DA3S11750051.html …

https://twitter.com/taaaaaa1026/status/598274369819840512/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=pSAH4BF_ca0
http://on.wsj.com/1cuHKsP
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http://t.co/tsZt6nzAy8

https://www.youtube.com/watch?v=Vc7NpH6wOsE
光明真言 

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
「茨城の子供の心臓に異常が倍増」と原発推進派の「産経」が報道すると言うことは

、被曝による健康被害は「もう隠しきれない」と言うことでしょう。

http://bit.ly/123Hrwg

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
台風 6号は問題じゃない。次にくる台風 7号の大きさと、発生場所からぼぼ真っ直ぐに
北上してくるのと、勢力が弱まる雰囲気がないのが不気味。

添付は 21日の予報。
https://twitter.com/cmk2wl/status/598333024074272769/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV 
· 4時間 4時間前 
【気温上昇で真夏日も 熱中症に十分注意を】
東日本や西日本を中心に晴れて気温が上がり、３０度以上の真夏日になるところもあ

ると予想され、熱中症に十分な注意が必要です。

http://nerv.link/yYngra

特務機関NERV @UN_NERV 
· 4時間 4時間前 
【米の列車脱線事故 ５人の死亡を確認】
アメリカ東部の首都ワシントンからニューヨークへ向かっていた急行列車が脱線した

事故で、現地フィラデルフィアの市長は、これまでに少なくとも5人の死亡を確認した
ことを明らかにしました。

http://nerv.link/N8hD9Q

amaちゃんださんがリツイート 
脱原発の日実行委員会 @datugennohi 

http://t.co/tsZt6nzAy8
https://www.youtube.com/watch?v=Vc7NpH6wOsE
http://bit.ly/123Hrwg
https://twitter.com/cmk2wl/status/598333024074272769/photo/1
http://nerv.link/yYngra
http://nerv.link/N8hD9Q


· 4時間 4時間前 
FOOD ALERT - アメリカが、日本の被曝地域の食品輸入規制を強化。
http://bit.ly/1EA1YZC 

火山たん @volcano_tan 
· 5時間 5時間前 
もし大量の小麦粉を部屋に撒いても、その小麦粉の煙が移動する音って聞こえない

よね？それと同じように、火砕流も迫ってくる音は聞こえないんだよ。発生する時に

溶岩ドームが崩落する音はするだろうけど、見てなかったら飲み込まれるまで火砕流

に気づかないかもしれないんだよ…

cmk2wlさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 
· 8 時間 8 時間前 
@cmk2wl 5/12 20:20頃から蒸気が上がり始め、22時以降強まり5/13 1:50頃に蒸きった
のか収束。 
https://m.youtube.com/watch?v=ZTOySKCQ69k …
湿度では東京にも5時頃到達、大半は東北を抜け北海道に分散し、一部は9時現在小樽
を通り過ぎようとしてる

https://www.youtube.com/watch?v=hi5TrWNw7gQ
般若心経　Heart Sutra 〜サンスクリット、チベット、アジア各国言語チャンティング

amaちゃんださんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi 
· 2時間 2時間前 
気味が悪いほど戦前に戻ってきました。やはり安倍自民党は、福島第1原発事件の衝撃
に負けたのだと思います。何しろ広大な領土を自らの失政でなくしたのですから。未

来をなくしたので過去に戻ったのですね。そこは、失政を無にできる遺制的な幻想の

時空です。それを法的に実現するのが改憲です。

amaちゃんださんがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera 
· 2時間 2時間前 
私は歌うセラピスト【人間の声がガン細胞を崩壊させる】440Hz付近の音、特に人間の
声（アカペラ）の振動がガン細胞を崩壊させる。Ｆ・ママン＋Ｅ・グリマル『人間の

http://bit.ly/1EA1YZC
https://m.youtube.com/watch?v=ZTOySKCQ69k
https://www.youtube.com/watch?v=hi5TrWNw7gQ


細胞と音のかかわり』より「地球の基本周波数」は安静時の「脳波（α波）」と一致

http://enzai.9-11.jp/?p=14069

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
「茨城の子供の心臓に異常が倍増」と原発推進派の「産経」が報道すると言うことは

、被曝による健康被害は「もう隠しきれない」と言うことでしょう。

http://bit.ly/123Hrwg

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】izimo_ssp　白血病と診断された患者の約60%以上が急性白血病で、 統計をと
りはじめた1978年以来、このような比率は例が無いという。 また、患者の約80％が
東北・関東地方で、 福島県が最も多く、次に茨城、栃木、東京の順に多かった。

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
【拡散】k2cyan 首都圏なんとか連合の「再稼働反対」なんて「東京から住民逃がさ
ない」作戦に騙されてたら殺されますよ。今、仮に全ての原発が消えて無くなったと

しても東北や関東首都圏などの汚染は人間の時間では無くなりません。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
騎馬民族は集団で高度なプロジェクトを実現する訓練を重ねています

だから企業組織に向いている　確か全国で一番たくさん社長を輩出しているのが福井

県です

弥生人は、逆に個人の生活を最大の価値と考え、組織を嫌います

最期まで原発を拒否したのが紀州の民でした

喜んで受け入れたのが福井の民だ

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 5時間 5時間前 
女真族は満州から百済を経て北陸山陰に渡り、京都から関東東北に伝播しました

とても能力の高い民族で、その思想は「一所懸命」

一つの氏族で城のような拠点を構えて、命がけで領地と「家」を守るという思想です

これに対し弥生人は自由で大らかで、原発のようなプロジェクトに向いていないので

す

http://enzai.9-11.jp/?p=14069
http://bit.ly/123Hrwg


https://www.youtube.com/watch?v=esCSbTqitXs
地元に帰ろう(DEMO) 

https://www.youtube.com/watch?v=N5Ee9ig8zMs
大友良英スペシャルビッグバンド - 地元に帰ろう音頭 【Music Ｖideo】
 

https://www.youtube.com/watch?v=esCSbTqitXs
https://www.youtube.com/watch?v=N5Ee9ig8zMs


（５月15日）　からおかしな頭痛がすると思ったら、軽い脳梗塞を起こしていたよう
ですが／私が凹んでいいのは「狼さん」関係と、判断ミスで「部下を無駄死にさせた
」時。だけ…！

http://85358.diarynote.jp/201505150937518593/

脳がベクレた…（ＴへＴ；）…
2015年5月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

（前項コメント欄）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日5:39

嫌な東風が来襲。(-_-#)
線量が再び急上昇中。(-_-#)
…凄まじく臭い…！(ToT)！

2015年5月15日7:15

何かすごく

忘れてると思ってたら、

http://85358.diarynote.jp/201505150937518593/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150515/85358_201505150937518593_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150515/85358_201505150937518593_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150515/85358_201505150937518593_3.jpg


５月４日？にフクイチ、

さらにコワレてたんだよな？

(^_^;)

…で…

なんだっけ。

何、しなきゃいけないんだっけ…

…？(・_・;)？…

2015年5月15日7:16

脳梁がマヒして、

何も考えられない。

入ってきた情報を、

受理とか処理とか出来ない。

(∋_∈)

まぁそんなすべりだしの一日です…。
（－－；）

とても楽しみにしていたはずの「５月の３連休」の最終日。

音楽はこのＣＤで何とか元気を出しました…
https://www.youtube.com/watch?v=1JPd_voIk-0
Scatman John - Stop the Rain [Lyrics]

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=1JPd_voIk-0


どうも昨日の源泉入浴中からおかしな頭痛がすると思ったら、軽い脳梗塞を起こしていたようで

すが。

（－－；）

自覚できる限りでは、今のところ運動機能にも大ざっぱな記憶回路にも、

たいした異常はナシ？

（＾＾；）

ダメージを受けた？のは演算処理？機能の部分のようで、思考が散乱して散漫になって、断片的

で付連続できません…。

…いや、（〜〜；）、元からか…？

今のところ、言語野は無事のようですね。

（＾＾；）（たぶん。）

…ところで、全部でいくつあるんだ、これ…？
https://www.youtube.com/results?search_query=scatman+stop+the+rain

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…
どんだけファンが多いんだ、スキャットマン！

いや、札幌はまだ降ってません。

いま凄いのは「冷たい南風」です…

轟音とともに吹いてくる異様な突風です。

台風が南海上にあるのに、何故そっちから「冷たい」風が…？？？
…？（〜〜；）？…

https://www.youtube.com/watch?v=Y2mRA03dWUI
Scatman John - Scatman’s World 

ひとつおもしろいのはやはり、ベクレて脳細胞が死んでも、知的（痴的？）好奇心とか探求心と

か向学心とか？と、「生きる気力」がある限り、死んだ脳細胞を補ってあまりある、新しい補足

脳細胞が、ちゃんと生えてくる。ということです…ｗ

https://www.youtube.com/results?search_query=scatman+stop+the+rain
https://www.youtube.com/watch?v=Y2mRA03dWUI


ほとんど意味が聞き取れないスペイン語の音楽を聴いた後で英語の歌詞を聴くと、驚くほどする

すると脳細胞が「自動翻訳」してくれる。みたいに。ね…♪

「前世記憶」に振り回されると、思わず「早く死にたくなる」けど…
★（ーー；）★

私が凹んでいいのは「狼さん」関係と、

　

https://www.youtube.com/watch?v=VxE5_nvp9Ng
Scatman John - Ballad Of Love 

判断ミスで「部下を無駄死にさせた」時。だけ…！

（ーー；）

「為政者の無能無策による放射能垂れ流しで殺されかけている」

つまり「他者によって自分の生存権が理不尽に脅かされている」

現状…

「死にたいからちょうどいいや」とか、自暴自棄になって呟いているバヤイではない！

…はず…（－－；）。…（たぶんね…）★

検索おまけ…
https://www.youtube.com/watch?v=FXSgUhHZif8
When The Rain Stopped - Powerful True Story

https://www.youtube.com/watch?v=XS-g2cVQx44
Scatman John - Lebanon [Lyrics]

https://www.youtube.com/watch?v=wNWMVlEkHhg
They Died Without Salah - True Story - MercifulServant 

https://www.youtube.com/watch?v=3E0kZaS1-Yc&list=PL8841B0F71D94BE11&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=VxE5_nvp9Ng
https://www.youtube.com/watch?v=FXSgUhHZif8
https://www.youtube.com/watch?v=XS-g2cVQx44
https://www.youtube.com/watch?v=wNWMVlEkHhg
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般若心経　〜　チンドン&和太鼓セッション
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日9:38
ちょっとこの風の強さはフツウじゃないよ？

フクイチで【核爆発】でもあったかな…？？

…（〜〜；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日9:39
本文中、

Ｘ　付連続できません

Ｏ　不連続です／連続できません／

ｗ（＾へ＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日21:02
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
脳の表面を覆っている皮質の厚さを計測した。低所得の世帯の子供の皮質は、高所得の世帯の子

供よりも薄かった

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150515-00008883-wsj-int …
学校の成績が人生を定めるわけじゃない

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月15日）　まぁ「ジャストこの時代に生まれ合わせた」のが、「生まれる前の自
分の歴ヲタ趣味のせい」なのは、間違いない、自己責任。だからな…（〜〜；）…

http://85358.diarynote.jp/201505151031293737/

【十勝岳】火山性地震急増。

2015年5月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=yiAAUiVT0cM
Scatman John - I Love Samba

… やはり地球上で唯一「オススメの移住先」は、ブラジルかウルグアイ…
http://ds.iris.edu/seismon/

地震マップ @eq_map 
· 7 時間 7 時間前 
【M2.6】苫小牧南方沖 深さ135.3km 2015/05/15 03:18:03 http://j.mp/1EIp27M

地震マップ @eq_map 
· 9時間 9時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ65.8km 2015/05/15 00:34:09 http://j.mp/1FmT5Zj

http://85358.diarynote.jp/201505151031293737/
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地震マップ @eq_map 
· 10時間 10時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ70.5km 2015/05/15 00:26:12 http://j.mp/1FarNSL

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M2.9】浦河南方沖 深さ68.0km 2015/05/14 23:29:23 http://j.mp/1PlwIrE

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M3.5】根室半島沖 深さ85.0km 2015/05/14 23:26:04
(G)http://j.mp/1EGZpFc (アニメ)http://j.mp/1Plw6T8

地震マップ @eq_map 
· 11時間 11時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ25.1km 2015/05/14 23:23:13 http://j.mp/1PlvIUE

火山たんさんがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip 
· 11時間 11時間前 
NHK北海道◆十勝岳で小規模火山性地震急増
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20150514/4757221.html …
大雪山系の十勝岳で、１３日から規模の小さな火山性地震が急に増加し、気象台は観

測したデータを公表して今後の活動の推移に注意するよう呼びかけています。

札幌管区気象台の火山… #レスナウクリップ

地震マップ @eq_map 
· 14時間 14時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ49.2km 2015/05/14 20:16:31 http://j.mp/1L3FswG

地震マップ @eq_map 
· 16時間 16時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ17.2km 2015/05/14 17:57:56 http://j.mp/1AYzZ4i

火山たん @volcano_tan 
· 16時間 16時間前 
大量の火山灰が一気に放出される噴火が起きると、人間にとってはとても危険なん

http://j.mp/1FarNSL
http://j.mp/1PlwIrE
http://j.mp/1EGZpFc
http://j.mp/1Plw6T8
http://j.mp/1PlvIUE
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20150514/4757221.html
http://j.mp/1L3FswG
http://j.mp/1AYzZ4i


だよ。火山灰を吸い込むと肺がダメージを受けて、気管支炎などの病気になったり、

灰の量が多いと気管が詰まって窒息する事もあるんだよ。

地震マップ @eq_map 
· 19時間 19時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ78.5km 2015/05/14 15:15:17 http://j.mp/1HeYtLq

宇宙天気ニュース @swnews 
· 20時間 20時間前 
[記事] 太陽風の速度は700km/秒まで高まりました。カナダのオーロラをどうぞ。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M2.7】北海道北東沖 深さ5.4km 2015/05/14 13:39:58 http://j.mp/1FlJ26D

地震マップ @eq_map 
· 21時間 21時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ87.4km 2015/05/14 13:29:48 http://j.mp/1PHPR1V

火山たん @volcano_tan 
· 22時間 22時間前 
噴火の前兆として、火山の周りの地磁気の変化が起きることがあるんだよ。これはマ

グマが上昇すると岩盤が熱せられて岩の磁性が無くなるからなんだよ。

地震マップ @eq_map 
· 23時間 23時間前 
【M2.5】北海道北東沖 深さ3.4km 2015/05/14 11:40:41 http://j.mp/1H4urHR

地震マップ @eq_map 
· 23時間 23時間前 
【M3.0】上川・空知地方 深さ12.1km 2015/05/14 10:51:50
(G)http://j.mp/1cyvYOc (Y)http://j.mp/1e2xlWh (アニメ)http://j.mp/1AYafFd

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase 
· 22時間 22時間前 

http://j.mp/1HeYtLq
http://swnews.jp/
http://j.mp/1FlJ26D
http://j.mp/1PHPR1V
http://j.mp/1H4urHR
http://j.mp/1cyvYOc
http://j.mp/1e2xlWh
http://j.mp/1AYafFd


十勝岳の火山活動解説資料

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-
act_doc/sapporo/15m05/20150514_108.pdf …

地震マップ @eq_map 
· 5月14日 
【M3.9】北海道北東沖 深さ5.0km 2015/05/14 09:33:43
(G)http://j.mp/1FfhWvZ (アニメ)http://j.mp/1e2rH6C

MOLELLA IT’S A REAL WORLD (Dance Summer 1997) 
https://www.youtube.com/watch?v=4WzjzCuebrA

火山たんさんがリツイート 
ただひと @Tadano_Ningen 
· 9 時間 9 時間前 
なんで火山地帯に人が来るの？

（一般観光客）

　温泉など独特の環境を味わえるから。

（火山クラスタ）

　そこに火山があるから。

火山たんさんがリツイート 
こびわ @kobiwa_net 
· 9時間 9時間前 
相生 蒼碧@なんつってっつっちゃった
噴気という危険性を伴う現象が起きてるからこそ景勝地になってるんだよなと。黒た

まごだって硫黄を含む高温の蒸気熱水があるからこそ作れるわけだし。

火山たん @volcano_tan 
· 9時間 9時間前 
特に大涌谷の場合は、危険だからこそ観光地になっているんだよね。これまでリスク

がほとんど認知されてこなかっただけで…＞RT

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/sapporo/15m05/20150514_108.pdf
http://j.mp/1FfhWvZ
http://j.mp/1e2rH6C
https://www.youtube.com/watch?v=4WzjzCuebrA


https://www.youtube.com/watch?v=pZyObUJiNAw
Scatman John - Let It Go (Go For More) 

まぁ「ジャストこの時代に生まれ合わせた」のが、

「生まれる前の自分の歴ヲタ趣味のせい」なのは、

間違いない、自己責任。だからな…（〜〜；）…

火山たんさんがリツイート 
岩石たん @Ganseki_tan 
· 9時間 9時間前 
親友を3つの言葉で表すなら、どんな言葉? — 流紋岩 安山岩 玄武岩
http://ask.fm/a/c7c70fln

火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
えっと、うん、間違ってないかも…＞RT
火山たんさんがリツイート 
上蓮（とら通販準備中） @uehasu 
· 5月12日 
群馬はこんなところです 
https://twitter.com/uehasu/status/598128958962413568/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=wCaZBHlHCBE
GALA LET A BOY CRY (EXTENDED) (INVERNO 1996-97)
 

https://www.youtube.com/watch?v=pZyObUJiNAw
http://ask.fm/a/c7c70fln
https://twitter.com/uehasu/status/598128958962413568/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=wCaZBHlHCBE


（５月15日）　（カザフの衣装の紋様が、アイヌ刺繍にそっくり！？）

http://85358.diarynote.jp/201505151924439517/

【奏】〜GOOD！（＾ｗ＾）ｇ　（＋２）
2015年5月15日 音楽 コメント (4)
　

音色の「べよべよ」具合が地域文化的グラデーションで面白いよね♪

https://www.youtube.com/watch?v=ORH7wi1tAbY
林玲-戰颱風

https://www.youtube.com/watch?v=9mYcWUDjPDg
モンゴルの琴

https://www.youtube.com/watch?v=iJWxdx1cCF4
モンゴル音楽：モンゴル馬頭琴とカザフドンブラのメロディ＿Mongolian Morin khuur and dombra

（カザフの衣装の紋様が、アイヌ刺繍にそっくり！？）

！（＠ｗ＠）！

https://www.youtube.com/watch?v=629gfPf1IJE
モンゴル琴（ヤトゥガ） _VARIATION　モンゴル民謡 

https://www.youtube.com/watch?v=9DLujYaFYrs
김일구류 아쟁산조 (신정민_ 2013 야기뮤직페스티벌 YAGI Music Festival) 

https://www.youtube.com/watch?v=B3vbzF0gabs
名人列伝-2　伽耶琴　韓民族芸術団 

https://www.youtube.com/watch?v=oTtFpslQP2k
김지현-가야금산조(kayagum sanjo)-골패타령(GolPah TaRyeong) 

https://www.youtube.com/watch?v=9x-Z0w5UKVs
朴順雅カヤグム「海風〜SEA WIND」

http://85358.diarynote.jp/201505151924439517/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201505151924439517/
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https://www.youtube.com/watch?v=9mYcWUDjPDg
https://www.youtube.com/watch?v=iJWxdx1cCF4
https://www.youtube.com/watch?v=629gfPf1IJE
https://www.youtube.com/watch?v=9DLujYaFYrs
https://www.youtube.com/watch?v=B3vbzF0gabs
https://www.youtube.com/watch?v=oTtFpslQP2k
https://www.youtube.com/watch?v=9x-Z0w5UKVs


https://www.youtube.com/watch?v=hHDgTRTi-bQ
古筝 - 浏阳河

https://www.youtube.com/watch?v=YCFgILfjua4
伝統音楽デジタルライブラリー　箏演奏 「水の変態」 

https://www.youtube.com/watch?v=iLDOnllV6B8
和楽器バンド　「千本桜」　琴演奏バージョン 

https://www.youtube.com/watch?v=_BVXsr5F6dI
Zheng 箏, khaen jazz - Mei Han Art Ensemble 韓梅爵士樂隊 at FIMAV 

https://www.youtube.com/watch?v=kx1uw4n575M
雅楽：越天楽 Gagaku:Etenraku 

なぜ、憎み奪い争う？

わたしたちは、みんな同族だ…

https://www.youtube.com/watch?v=ErBS_OVcBC4
雅楽(ががく) New Asia〜東儀秀樹 

https://www.youtube.com/watch?v=yxTheicTdDw
『2013日韓平和シンポジウム』　伽倻琴と琴の協演　가야금과 코토의 협연 

https://www.youtube.com/watch?v=JFrs6RH2WcI
シレー湖　_ Shiree Lake モンゴル民族長唄
       
 

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5月15日19:59
…ガーシュインは、むしろ【韓流】音楽の影響を受けたのかもしれないな〜…？

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日20:41
ちなみにこれって（読めないけど！）

김지현-가야금산조(kayagum sanjo)-골패타령(GolPah TaRyeong) 

日本の「講談」の…節回しのルーツ。だよね？

（＾ｗ＾）ｄ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日20:59
cmk2wl @cmk2wl 
· 10 時間 10 時間前 
人間間に存在する架空の”違い”を捨て去ってください。そもそもその”違い”というのは分割統治
によって皆さんを支配する為だけに作られ、利用されてきただけです。あなたと同じ価値観を持

つ人たちを尊重し、手助けしてください。

モンタギュー・キーン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日21:13
War Is Over @kenshimada 
· 3 時間 3 時間前 
911以来、イスラムは悪だ、テロリストの温床だというのが定説とされてきたが、その間、イラク
・アフガン・パキスタン・ガザ他で欧米人の何百倍以上のアラブ人が殺害されたのを報道するマ

スコミは少ない。現在の真実とは、ジェノサイドを行う側が定義していると考えて相違無い。
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（５月15日）　5万年におよぶ音楽の歴史を7分で見渡せる動画。

http://85358.diarynote.jp/201505152030316549/

他族の空似？

2015年5月15日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

（承前）

これも並べてみなくちゃだった…☆
https://www.youtube.com/watch?v=moXvLWOYbgY
거문고 하현염불

https://www.youtube.com/watch?v=TSqdUmz6pD0
私は冷たいご飯を食べる 

https://www.youtube.com/watch?v=gCLS2qoFy1M
元京愛 - 翼(Wings) 

https://www.youtube.com/watch?v=Iek4Y79SP3w
Nhạc Dân Ca Do Thái 

https://www.youtube.com/watch?v=FxNGXWR17zo
강릉단오제(江陵端午祭:GangNeung Danoje Festival) 

http://85358.diarynote.jp/201505152030316549/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
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https://www.youtube.com/watch?v=e_WYiSz3Fas
アシュケナージユダヤ人部族 

う〜ん（＾＾；）もっとよく似てるのを聴いたことがあるんだけど、

なにしろタイトルが覚えられなかったんで（＾＾；）

検索で、みつけられない…★

おまけ♪

https://www.youtube.com/watch?v=FA5ulAZ_qb4
5万年におよぶ音楽の歴史を7分で見渡せる動画 

https://www.youtube.com/watch?v=VMW4eyNY_Rk
JPOPサウンドの核心部分が、実は１つのコード進行で出来ていた 前編 

そうなんだよ。だから、聴き飽きてきちゃうんだよね…
…（〜〜；）…

で…線量。

なんだこりゃ…★
（－－＃）

（新潟の波形、地震の予兆！）

       
 

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5月15日20:34
ちなみにケルトとウラルとか、

モンゴルとバルト３国とか、

日本の長野と

インドのナガランドとか…

似てる（＾ｗ＾）♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日21:03
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 4時間 4時間前 
韓国からネパールに派遣された救助隊の医療チームの一部が、現地の人々に「ヒンズー教を信じ

たから地震が起きた」と発言した

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150515-00000038-xinhua-cn …
韓国の最大宗派はカトリック　統一教会も自称一分派

韓国人らしい徹底した、独善的教義が特徴

相手に対する思いやり皆無

 

…まぁ、「言いたくなる気持ち」は、わかる…

（ーー；）  

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月15日21:15
War Is Overさんがリツイート  
きっこ @kikko_no_blog 
· 5月14日 
黄色人種の中で日本人だけが特別だと思い込み、同じアジアの兄弟たちを見下ろして差別する人

たち、日本が過去に犯した罪を素直に認めて二度と繰り返さないようにすることを「自虐史観」

だと罵る人たち、あたしは生粋の日本人として、こういう愚か者どもまでが同じ日本人であるこ

とが本当に恥ずかしい。
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（５月16日）　大脳は「現実を映すプロジェクター」として設計されています。瞬間
毎に感じる刺激や経験によって連続感を生み出しています。それで経験や現実が実際に
途切れて幻想であっても連続する「幻想」の中で

http://85358.diarynote.jp/201505160909406349/

【関西】全域０．１μ超。今日も車に黄色い粉が

付着するでしょう。津波は高さ30mと推測され
るとか…
2015年5月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

おそようめございます。０８：３６．

バイトは中番。

３連勤の初日。

昨日さぼった分の家事をやっていたので、もう時間がありませんね。

今朝のお目覚め音楽はＣＤでこれでした…。
https://www.youtube.com/watch?v=S5YvvoKetZs
Mr President - We See The Same Sun - Album 

…ＰＣ（ネット）で丸一枚、タダで聴けちゃうのね、今は…

http://85358.diarynote.jp/201505160909406349/
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…（＾＾；）…

アタマはまったく動きません。

がんばって気力を奮い起こして、今日と明日の予定を考えるのが精いっぱい。

（－－；）

ストレートに被曝のせいなのか、精神的なストレスのせいなのかは、境界線が渾然としていて、

判別できませんね…。
（－－；）

とりあえず言語脳は比較的建材。いや健在。（＾＾；）

一昨日くらいからしきりと脳内を走り回って安眠妨害なのは、もっぱら最近（今生）のあれやこ

れやが、さながら走馬灯のごとしに、勝手に鮮明に、はしりまわっております…
…（ーー；）…

やはり遠からずに、

死ぬのかな、私？

…（〜〜；）…

ところで現在のこれが、

http://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php
ちべっとからウラルにかけて、みごとに同サイズの丸が３つ、一直線に並んでいて、ちょっ

とぎょっとしますね…
…（－－；）…。
とにかく欧州も揺れ揺れだし、北太平洋に「地震の巣というか卵？」があるし…

なにゃ（ＴＴ；）どやら〜…★

cmk2wl @cmk2wl 
· 42 分 42 分前 
今日も車に黄色い粉が付着するでしょう。

福島原発の様子からしてね。

見てますか？長時間高湿度だったことを。今も…。

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 

http://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php


脳の破壊が、様々な精神症状や身体の病気の原因だったのです。 作業中に大量に吸い
込んだ放射性物質が、脳にまで入り込み、 まるでミクロの爆弾のように神経細胞を破
壊していったと考えられます。http://amba.to/1g7coDf

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
「名探偵コナン」脚本家の望月武さん46歳、急性心筋梗塞で死去(5/14 読売新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5208.html …

火山たんさんがリツイート 
Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics 
· 7 時間 7 時間前 
【箱根の火山性地震 最多455回】箱根山で15日に観測された火山性地震は455回と1日
で観測された回数としては最多に。気象庁は引き続き警戒を呼びかけ。

http://yahoo.jp/XkaPFr

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10 時間 10 時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
昨日の昼前まで

狂ったように噴火していた桜島が、今日15日は、ピタリと噴火しなくなってる。これ
はこれで、エネルギーを溜め込んでる状態だろうなぁ。未だに山体が膨張してると、

気象庁が今日、データを発表してる

。https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598610404181291009 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 10時間 10時間前 
箱根の地震回数

5月15日（22時20分現在）で、過去24時間に発生した地震回数は「430回」　この10日
で起こってる地震回数は「2001回」　この1か月間で起こってる地震回数は「3078回
」

今日、地震回数が多いのがわかる

neko-aii @neko_aii 
· 10 時間 10 時間前 
2013-02-25
淀川、琵琶湖 (兵庫の水源)が不安

http://amba.to/1g7coDf
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5208.html
http://yahoo.jp/XkaPFr
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/598610404181291009


最近、お風呂に浸かるとピリッとした感覚

すぐ消えるが、ひじ、ひざの内側が凄く痒くなり

皮膚科でアレルギーある、と検査

食物、ハウスダスト、動物、花粉、どれも陰性

子供も、すごい発疹

体全体の赤くもない発疹は初めて見た

火山たん @volcano_tan 
· 11時間 11時間前 
ハワイ諸島の島々はかつて噴火していた火山なんだけど、どうやら構造が不安定らし

くてたまに山体崩壊を起こすらしいんだよ。オアフ島はかつての島の3分の1が崩壊し
て海中に約4000立方kmもの土砂が流れ込んだらしいんだよ。その時に起きた津波はア
メリカ西海岸で高さ30mと推測されるとか…

火山たん @volcano_tan 
· 12時間 12時間前 
リゾート地として有名なハワイ諸島で最大の大きさを持つハワイ島は、海底から山頂

まで約1万mもあり、海上部分だけで岐阜県くらいの面積がある巨大な火山なんだよ。
それだけのサイズとなると山体の重さもとてつもないんだよ。具体的な数値は分から

ないけど、重さで地殻がへこんでいるんだよ…

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
ふくいちライブカメラ、日が暮れて様子がおかしくなってきました。

大量の水蒸気（湯気）を出しています。

War Is Overさんがリツイート 
lapis_apple @lapis_apple 
· 4月15日 
震災後の毎年の夏、ありえない低めの気温でも熱中症が関東周辺でグッと増えている

のは、恐らくは甲状腺にダメージを受けている→体温調節が上手くいかないっていう

のも一部起因してるんじゃないかなと、だからそういう人が増えてるんじゃないかと

今更ながらぼんやり改めて考えてみていた今日‥

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
中部電力浜岡原発維持費用、年間1000億円　停止後４年経過で4000億円に膨張。電気



料金転嫁で消費者負担に（東京）

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/788.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
イギリスの情報公開法申立てにより30年に渡り極秘とされていた政府の公文書が公開
1.ワクチンは効果がない
2.予防するはずの病気の原因となりうる
3.子供にとって有害
4.公衆に対する虚偽の共謀
5.安全性確認の試験の実施を妨害した
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=304002 …

火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
文科省「日本では火山は地震に比べて研究費用が少ない」

めう「少ないめう…」

文科省「そこで火山と地震の研究費用を合算して発表する」

めう「合算して発表」

文科省「これで火山研究が冷遇されている現状は分からなくなる」

めう「やっためう！凄いめう！」

War Is Overさんがリツイート 
まるじゅん @marujunkororin 
· 2014年5月13日 
甲状腺の病気も心筋梗塞もがんも国民病と言うNHK。今度は熱中症について。気温が
２５度以下でも「熱中症で」救急車で搬送される人がたくさんいて、昨年５月は２６

３人が搬送された、と。

War Is Overさんがリツイート 

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/788.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=304002


まるじゅん @marujunkororin 
· 2014年5月13日 
「身近で人が倒れてもそれは熱中症。鼻血は放射能と無関係。甲状腺もがんも心筋梗

塞も国民病だから大丈夫。食べて応援。風評被害けしからん」テレビはそんな報道番

組以外はバラエティばかり。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月16日9:10
Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
皆さん、大脳は「現実を映すプロジェクター」として設計されています。瞬間毎に感じる刺激や

経験によって連続感を生み出しています。それで経験や現実が実際に途切れて幻想であっても連

続する「幻想」の中で生きることが可能になります。　http://bit.ly/1l6za6G

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月16日10:33
札幌の降水確率０％なのに凄い湿気。(∋_∈)
線量は低めで、ベクレの心配は少ないです。(^_^;)
 
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月16日）　狼さんからの脳内放送が何故かコレだし。

http://85358.diarynote.jp/201505161556391358/

【新潟】地震注意。

2015年5月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

前項参照。

秋田以西以南は、数日内の

急死急病が急増の見込み。

(∋_∈)

個人的には厄日ぎみ。

キレずに済みますように…

(^人^;)
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505162327219722/

『アナ雪ジャーノンに花束を』。

2015年5月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

おばんです。２３：１８。

情報チェックだけして２４時前には就床する予定。

（＾＾；）

箇条書きで順不同。

アタマ、とっ散らかってます。思考が継続できない。

今日のバイトはプチ厄日でした。

だがしかし、「プチ」程度の厄で済んでりゃ、このご時世なら上等の上出来？

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201505161556391358/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505162327219722/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505162327219722/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4150413339/


なにより大嫌いなフィルッちがいなかっただけでも精神的ストレスはとても低かったので、客が

ベクレ痴呆症だらけでも、全国の健康状態が阿鼻叫喚末期のフクイチ地獄でも、もはや知ったこ

っちゃないわ…

ｗ（－－；）ｗ

ヤサグレまくって開き直ってる私に、狼さんからの脳内放送が何故かコレだし。

https://www.youtube.com/watch?v=OC83NA5tAGE
Disney’s Frozen - "Let It Go" Multi-Language Full Sequence 

…？ｗ（＾＾；）ｗ？…

違わないかソレ？

忍耐して世間に妥協しろとか説教するべきところじゃないかソコ？

すくなくともエルならそっち方向だろうと思うけど？

かまうこたないから、本性大全開で、「自分のお城」に閉じこもっちゃえって？

…喜んじゃうよ、私…？（＾＾；）？

もともとナケナシの高次脳機能がどんどん欠落していて、対人関係能力なんて真っ先に完全消滅

しそうです。

すでに言語野と脊髄反射だけでバイト（電話オペレーター）を、完全に手抜きの態度ナゲヤリ傲

慢の、ヤッツケ仕事でコナしているからな…ｗ

てなわけで、私の知能と健康寿命は、どんどんすごい勢いですり減っている現在…

今日はバイト中に不整脈おきて、客と会話し中に心臓麻痺で死ぬかと思いました…ｗｗｗｗｗ

けっこう嗤えるよねそれはｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=IRtwuAPY7wc
M People - Walk Away 

https://www.youtube.com/watch?v=OC83NA5tAGE
https://www.youtube.com/watch?v=IRtwuAPY7wc


てことで、帰って来てお迎え音楽にコレをかけてササクレた魂をなだめながら…

まだ憶えているうちに、この本は貼っておかなくちゃね。

（＾＾；）

と、思ったのことでした…★

…（ＴへＴ）…

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月16日23:49

カラパイア @karapaia 
· 4時間 4時間前 
【RT400UP】 宇宙は超知性を持つ宇宙人によってデザインされたマトリックス的コンピュータ
ーゲームである。（英研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52192067.html … 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日0:29
neko-aii @neko_aii 
· 1時間 1時間前 
低線量被曝の症状

・甲状腺機能異常

・月経周期異常

・流産・早産など分娩異常

・アレルギー悪化

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


・高血圧・高血糖など生活習慣病の悪化

・心筋梗塞、脳梗塞、脳卒中、クモ膜下出血などの増加

発育する胎児への脳障害は特に深刻

(日本DEATHS2013/05/09)より

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日1:12
Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
健康被害はあるとき急激に悪化する。重篤な疾病になったときには、自分の力で引越しをするこ

とも難しくなる。体調が悪化して正常な判断力が働かなくなっていることも多いだろう。

http://bit.ly/X6ynaR

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日1:13
Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
右手の薬指の第一関節が少し腫れていて痛い。耳鳴りが少しある。左の鎖骨下の筋肉が痛い。心

臓のばくばく感はなんだろうと思う。起きている時に時々息をしていない。　

http://bit.ly/1vAsvmB
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（５月17日）　人命を粗末にするんじゃねぇ！ばか為政者ッ！

http://85358.diarynote.jp/201505170050358411/

責任者、出てこ〜いッ！o（＝＝＃）o
2015年5月17日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (2)
　

前後と無関係なんですが。

（＾＾＃）

動画に釣られて『進撃』読んだんですよ、まず１巻。

https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
【MAD】進撃の巨人〜紅蓮の弓矢〜 

んで。怒り狂ってんですよ。内容のバカさ加減で。

だって、あの防護壁がバカすぎるんだもん…★

War Is Overさんがリツイート 
sig_yok @yoksig 
· 19分 19分前 
菅直人元首相が停止させた最も危険な浜岡原発。こんな薄っぺらなへなちょこ防波堤

をつくったから再稼働を申請とは国民を馬鹿にするにもほどがある。福島原発事故か

ら原発マフィアは何を学んだのか。この原発は東海地震の大津波が来れば一撃で壊

滅だ。

https://twitter.com/yoksig/status/599594691097571328/photo/1

もと「基地防衛指揮官」やってた（前世記憶）が炸裂しまして。

（＾＾＃）

あんまりバカすぎて、あの世界の行政府、クーデターで乗っ取りたくなりました…

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです

彼我のサイズ差があれだけあるなら、いくらでも賢明な防御壁と罠と、戦いようがあるだろう!?
（〜〜＃）

ベトナム人民を見習え！

http://85358.diarynote.jp/201505170050358411/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
http://85358.diarynote.jp/201505170050358411/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063842762/
https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
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https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%81%E3%81%AE%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%81%93

インカの築城でもいいぞ…！？

（そのうちヒマがあったら（ないけど）あのばかげた「巨人戦」（違ッ）をあたま３年で終わら

せる作戦を開陳いたしましょう…ｗ）

てか、壁の下から巨人がクビ突っ込める大きさのトンネルだけあけて、そこにギロチン仕掛けて

おけば、

「巨人ホイホイ」できるじゃん…（＾＾＃）

人命を粗末にするんじゃねぇ！ばか為政者ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日9:03
War Is Overさんがリツイート  
Angama @Angama_Market 
· 8時間 8時間前   
Angamaさんがリツイートしました HIROHIDE NISHIO/西尾仁秀
新卒で入った会社に、なぜか週2日、数時間しか出社しない物凄い変わった人がいて完全に疎まれ
てたんですが、自分たちが使ってるシステムの殆どをその人が1人で作ったと知って驚愕しました
。変な人大歓迎です。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日0:29
charleyさんがリツイート  
yoyo@naha @orange519827 
· 5月15日 
めずらしく昨日父からメール、「台湾が日本食品輸入禁止するとは驚いた。ネットで調べたら台

湾が正しいと言ってる日本人がとても多いことにもっと驚いた（笑）。日本の政府の放射能対策

はいいかげんなんですね」だって・・。4年間私がず〜っと言い続けてもおかまいなしだったのに

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%81%E3%81%AE%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%81%93
https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


はいいかげんなんですね」だって・・。4年間私がず〜っと言い続けてもおかまいなしだったのに
ようやくわかった様子

 



（５月17日）　海外で報じられてる事実が、日本だけでなぜか、電波とかトンデモ
扱い。いい加減、真実を知られないようにするための洗脳工作だって気づいて欲しいん
だけど。

http://85358.diarynote.jp/201505170121255488/

【ヤマザキパン】から高放射線／いくら頑張っても国家の力であ

なたを貧乏にするための法案がいくらでも通るので、あなたの努

力は徒労に終わるだろう。

2015年5月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

cmk2wl @cmk2wl 
· 1 時間 1 時間前 
この動画では、内部の何かが燃えている感じがあった。

上昇気流を感じさせる。

http://www.dailymotion.com/video/xjkdnb_fukushima-reacteur-en-surchauffe-26-juin-
2011_news …
でも、最近のは水を沸騰させている感じが強い。

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
【拡散】vansox 牛乳は絶対に飲んではいけません。必ず後で後悔しま
すhttp://spiritcat.blog.fc2.com/blog-entry-950ml …………牛はほとんど白血病。その乳が
平気で出荷されている…これを飲んで人間が白血病にならないほうがおかしい。しか
も飲んでいるのは小学生…#死の牛乳

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
東京都が大田区の下水処理施設「南部スラッジプラント」内を調査したところ、空気

中から2.69マイクロシーベルト/hの放射線量が検出された。http://bit.ly/ZLAhbi

War Is Over @kenshimada 
· 5時間 5時間前 
瓦礫の焼却のあった世田谷区で、2時間外に干したタオルから15Bq/kg検出。　
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/9a8a86efe9043173f785d77bc3e6f7d8 …

http://85358.diarynote.jp/201505170121255488/
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http://spiritcat.blog.fc2.com/blog-entry-950ml
http://bit.ly/ZLAhbi
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/9a8a86efe9043173f785d77bc3e6f7d8


Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
ヤマザキパンから高放射線！検証した噂の動画0.55〜0.71μSv/h。千葉県松戸市の工場
で生産。　http://bit.ly/1zNOgBb

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
千葉県柏市で57.5マイクロシーベルト 

War Is Overさんがリツイート 
下町のリリアン @ririan10043 
· 8時間 8時間前 
今日は、日本中、線量があがってる。しかし、東京だけは、何があっても、いつも、

びくともしない、線量グラフ。ここまでくると、信憑性は、全く無いに等しい。

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
九州各地でも湿度100%が記録されています。
福岡の場合、過去の気象データを遡って、1961年から2014年までの「5月15日」の一
時間おきに見ても湿度100%はありません。
しかし昨日は添付のとおりです。 

cmk2wl @cmk2wl 
· 9時間 9時間前 
昨夜も今日も、あっちこっちで湿度100%だったり、それが続いている。今朝は仙台
市も。

今も石廊崎は湿度100%が連続。
何度も繰り返すけど、こんなことは当該地域の気象観測が始まって以来なかった事。

これまでに皆無。 

War Is Overさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS 
· 10時間 10時間前 
香港でも、輸入禁止の日本の千葉県産食品が市場で発見されたのを受けて、港での監

視体制を強化。

これは日本食品の輸入規制を強化するためのヤラセだったという話もあるけどね。

台湾に続いて香港も日本食品の輸入規制強化に動くみたいだね。

http://bit.ly/1zNOgBb
https://shar.es/1r5rA9


https://shar.es/1r5rA9

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 11時間 11時間前 
5月16日 12時現在
箱根：大湧谷の噴気。　数日前まで噴出していなかった「奥側」からも蒸気が噴出し

てる。蒸気を噴出する時の「ゴォーという音」も大きくなってる。　

12時現在の火山性地震の数は、140回超え。

cmk2wlさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 
· 12時間 12時間前 
5/16 11:51 福一TBSカメラ。東電カメラで少し晴れても安心できず。ステージ上のドラ
イアイスのような重い蒸気が滞留して、全国へばらまく風を待っています。うぐいす

の鳴き声がアンマッチ…これが日本の風景！？誰が止めてくれるのか！！ 

Lightworker @Lightworker19 
· 13時間 13時間前 
「ナマズ」 「食べられますか？」 「いいえ」 「どうして？」 「放射能に汚染されて
ます」 「たぶん1000ベクレル近く」　http://bit.ly/1lBIYlc

cmk2wlさんがリツイート 
笑いおじさん @gorone566 
· 13時間 13時間前 
笑いおじさんさんがリツイートしました cmk2wl
昨夜、浦安市から有明辺りは、海の方から霧みたいな白いものが押し寄せて白い世界

でした… 

cmk2wlさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 
· 13時間 13時間前 
@cmk2wl 東京いまだ96% 東京に日中、この蒸気が直撃したのは初めてと思います。福
一からの大きな噴出が収束し、少なくとも8時間後までは外出禁止！いまだ収束せず！
写真は5/16 10:45 スカイツリー、ほぼ見えず… 

cmk2wl @cmk2wl 
· 15時間 15時間前 

http://bit.ly/1lBIYlc


福島原発にあった新燃料も最早 中性子を吸って臨界しているでしょう。
崩壊熱は小さいなんて言える状態じゃありません。

水蒸気（湯気）の出処は、1号機側カメラからみて 3号機手前、3号機建屋、そして共
用プールです。

これだけの湿度は、核燃料以外に考えられません。

cmk2wl @cmk2wl 
· 15時間 15時間前 
なぜ、誰も確認しないのか不思議です。

これを見てください。

石巻がずっと湿度100%。銚子や石廊崎でも高湿度状態です。
横浜や東京も湿度が高い状態です。

福島原発からの水蒸気が、バックグラウンドの湿度に加算されている。

https://www.youtube.com/watch?v=8BfTzlqvwK8
[AUDIO] BTS (방탄소년단) - LET ME KNOW 

Lightworker @Lightworker19 
· 47 分 47 分前 
【拡散】tokaiama: 昨日、友人のスマホでツイッターを見た。tokaiamaを見ようとした
ら瞬時に表示されるが消えてしまう　どんなことをしても決して閲覧不能だった　ド

コモのスマホ

https://www.youtube.com/watch?v=AqajUg85Ax4
Avril Lavigne - Let Me Go ft. Chad Kroeger 

War Is Overさんがリツイート 
HIRO @kakiaki1005 
· 5月15日 
若い人は日本でがんばるのはもったいないな。

なぜならばあなたがいくら頑張っても、国家の力であなたを貧乏にするための法案が

いくらでも通るので、あなたの努力は徒労に終わるだろう。

だから、若い人は海外に出てがんばりなさい。

War Is Overさんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=8BfTzlqvwK8
https://www.youtube.com/watch?v=AqajUg85Ax4


June (Junna) @myremin 
· 2012年3月22日 
ドイツすごい。脱原発関連もそうだけど、HAARPも、ケムトレイルも、事実としてテ
レビで報じられる。米国ヒストリーチャンネルでも放映。海外で報じられてる事実が

、日本だけでなぜか、電波とかトンデモ扱い。いい加減、真実を知られないようにす

るための洗脳工作だって気づいて欲しいんだけど。

https://www.youtube.com/watch?v=28NdBTEjuP4
Let’s Go Beyond Earth

https://www.youtube.com/watch?v=4OjiOn5s8s8&spfreload=1
Nickelback - Lullaby 

検索おまけ。

https://www.youtube.com/watch?v=Dohw2Yz-opk
パレスチナ国歌 

…昭和の日本の演歌…？（＾＾；）？

https://www.youtube.com/watch?v=6jjVBdplmvY
イスラエル国国歌「希望(Hatikvah)」

…韓流ドラマのＯＰ…？（＾＾；）？

https://www.youtube.com/watch?v=76RbWuFll0Y
Nickelback- When We Stand Together 

https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8
パレスチナ PALESTINE - ソウル・フラワー・ユニオン Soul Flower Union

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=28NdBTEjuP4
https://www.youtube.com/watch?v=4OjiOn5s8s8&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dohw2Yz-opk
https://www.youtube.com/watch?v=6jjVBdplmvY
https://www.youtube.com/watch?v=76RbWuFll0Y
https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8
https://www.youtube.com/watch?v=NJOyg6Fc518


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月17日1:22
しまった！（＾＾；）

おやすみなさい…（－－；）…
 

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


（５月18日）　人の心配している場合じゃないな。不整脈が出て死にそう。まだ死に
たくないよ。

http://85358.diarynote.jp/201505180705232289/

神様。

2015年5月18日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆ コメント (4)
 
　

　このまま死んだら

　なにが悔しいかと

　問われればやはり

　物語を書き遺せず

　消えて朽ちるのは

　口惜しい。

　カミサマ。

　物語を書くための、

　時間とお金を、

　ください。

https://www.youtube.com/watch?v=sBpP95ni_G0
Shingeki no Kyojin / Attack on Titan Soundtrack Mini Mix - 進撃の巨人 OST 2013
 

http://85358.diarynote.jp/201505180705232289/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=12
http://85358.diarynote.jp/201505180705232289/
https://www.youtube.com/watch?v=sBpP95ni_G0


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日8:32
完成できなくても、

プロになれなくても、

いい。

せめて、

書きながら、死にたい。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日23:28
Lightworker @Lightworker19 
· 1 時間 1 時間前 
考えてばかりいないで、殺される前にとっとと逃げろ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日23:32
Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
人類のほとんど全員が、地球は平らだと信じていたのは、それほど昔のことではない。そう信じ

る人々は、あえて大海の彼方に乗り出そうとはしなかった。世界の縁を越えて、巨大な死の奈落

に落ちてしまうのを恐れていたのだ。http://amzn.to/Z0GqPW

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日23:34

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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Lightworker @Lightworker19 
· 10時間 10時間前 
人の心配している場合じゃないな。不整脈が出て死にそう。まだ死にたくないよ。

 



（５月19日）　シンクロニシティは、扉の向こうのもう一つの世界の端にあります。

http://85358.diarynote.jp/201505180707397039/

『 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』〜（２０１５年５月１８日の日記）〜。

2015年5月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

あらためまして、おはようございます。

０７：０６．

これから一時間、原稿を書きます。（ｗ）

では。（＾＾；）

https://twitter.com/mycroft_genko
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
＞原稿に取り掛かりなさい。

【 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 】

１．四界神話

２．水滴大陸

３．大地世界

４．最終戦争

５．地球統一

６．三界邂逅

７．麗人天地

８．三界統一

９．統一崩壊

10．上古神代

http://85358.diarynote.jp/201505180707397039/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505180707397039/
https://twitter.com/mycroft_genko
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４．最終戦争
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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5月18日8:32
予定オーバー、時間切れ。

ｗ（＾＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日8:55
Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
「霊界はなぜ時空ゼロか」　http://bit.ly/1cNFbRy

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日8:59
Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
同じことをリピートし続けるか、ユングさんが言った、「シンクロニシティ」という世界を選

ぶか、どちらか二つです。シンクロニシティは、扉の向こうのもう一つの世界の端にあります。

http://bit.ly/1i3ljvj
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（５月18日）　「生きるために不撓不屈の闘いを続けるひとたちを励ますための物語
を書く」。

http://85358.diarynote.jp/201505180903228290/

「フクイチ発トリチウム水蒸気雲」襲来

／核分裂爆発にしかみえない。

2015年5月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

（承前）再度あらためまして、おはようございます。

０８：３８．バイト中番。あと２２分。

熟睡して発熱して、体内で増殖しかけていたガンもどき細胞は

きれいに駆逐されてくれちゃったみたいで、体調も精神状態も良好。

（＾ｗ＾）ｇ

雨露しのげて暖かくて静かな環境を独占して安眠熟睡できる。という現状に勝るサイワイはそう

そうないと思います。

海の藻屑となりつつあるミャンマー政治難民や、Ｍ７地震２連発で露頭に迷っているネパールの

ことをけして忘れまい。

で、私にできることって結局、

「生きるために不撓不屈の闘いを続けるひとたちを励ますための物語を書く」

しか、ないのでした…（＾＾；）

曲はシツコクこれですｗ

https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
【MAD】進撃の巨人〜紅蓮の弓矢〜 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 17分 17分前 
イエメンで戦術核が使われたのでは？

どうみても核分裂爆発にしかみえない

http://www.liveleak.com/view?
i=b34_1431896117&utm_medium=twitter&utm_source=Liveleak …

http://85358.diarynote.jp/201505180903228290/
http://85358.diarynote.jp/201505180903228290/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150518/85358_201505180903228290_1.jpg
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http://www.liveleak.com/view?i=b34_1431896117&utm_medium=twitter&utm_source=Liveleak


Lightworker @Lightworker19 
· 23 分 23 分前 
日本の外務省から伝えられた以下の情報にロシア側は驚愕したという。その内容とは

、４千万人以上の日本人が放射能の毒性により「極めて危険な」状況下にあり、世界

最大の都市東京を含め東日本の大半の都市から強制的に避難させられる状況に直面し

ている。http://bit.ly/WIRmaJ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 52 分 52 分前 
5月18日 07時45分現在
箱根：大湧谷。　昨日から火山性地震が激減、噴気は大量。それに伴う「ゴォーとい

う噴出音」も増大。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 1時間 1時間前 
【福岡の男性、エボラ出血熱感染の可能性】

西アフリカのギニアに滞在歴がある福岡県の４０代男性、エボラ出血熱感染の可能性

があるとして検査。

http://nerv.link/GhK8s8

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
ロシアとの軍事衝突を避ける方向へ舵を切ったオバマ大統領だが、シリアでは不安定

な状況が続く 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505170000/ …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
拡散希望！福島甲状腺ガンの手術54例の8ー9割は既に甲状腺以外に転移している！ 第
4回資料3より
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/203.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
福島で異変？死亡事故多発で福島全域に警報発令！県規模の警報は今年初！7日間で6
人が亡くなる！警察官の自殺なども！

http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/737.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
山頂に亀裂が入った、鹿や熊が逃げ出し始めた「箱根と富士山は兄弟」と専門家　連

動噴火の可能性を指摘(5/15 NEWS ポストセブン)

http://bit.ly/WIRmaJ
http://nerv.link/GhK8s8
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505170000/
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/203.html
http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/737.html


http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5215.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
１６日午前１１時５１分、フクイチＴＢＳカメラ　/　「ステージ上のドライアイスの
ような重い蒸気が滞留して、全国へばらまく風を待っています

誰が止めてくれるのか

佐野千遥博士が「フクイチ発トリチウム水蒸気雲」襲来を警告

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-f2aa.html#more …

charley @charleycharley7 
· 8 時間 8 時間前 
0.1を越えたら危険です。「「このフライデー読みたい！ ＜首都圏の放射能汚染＞東
京ドーム１．３４μSv/h、ディズニーランド０．４２、渋谷ハチ公前、フジテレビ、
成田、羽田…除染基準０．２３超の場所　3/20号フライデーより」」
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4137.html … …

charleyさんがリツイート 
mai @jrmmnisi 
· 8時間 8時間前 
１９；三田医師）東京での被曝の原因は「空気」。食べ物で出ている人も確かにいる

。白血球を見ていると影響を免れている人はいないのではないかと思う。食べ物、飲

み物ではない。空気のせい。空間線量がいいからといって、大丈夫だとはいえない。

遠ざかるしかない。

charleyさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
【社会】 放射能汚染コンクリ、なんと１００社以上に出荷か…社長「放射能の知識
ない。『何で放射能で住んじゃダメなの』と思ってた」　http://bit.ly/1boSnIN

火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
噴火によって火山から出てくる元素で多いものはケイ素だけど、実は酸素が占める割

合も多いんだよね。二酸化ケイ素はもちろん、酸化鉄や酸化アルミニウムなど金属の

酸化物という形態で酸素は出てくるんだよ。あ、後は水や二酸化炭素などの火山ガス

としても含まれるね。

charleyさんがリツイート 
The daily olive news @olivenews 
· 14時間 14時間前 
原発攻撃被害　極秘に研究　（外務省84年に報告）

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5215.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-f2aa.html#more
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4137.html
http://bit.ly/1boSnIN


＜被ばく死　最悪１．８万人　原発攻撃被害　８４年に極秘研究＞

＜外務省 反対運動恐れ公表せず＞
原発攻撃は神話か 
https://twitter.com/olivenews/status/599870754218323968/photo/1

charleyさんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro 
· 5月16日 
台湾の検査で80ベクレル超のイワシですが、日本の公的検査だと、こんな数字しか出
てないんですが。。。　http://www.radioactivity-db.info/product.aspx?
product=%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%82%B7&category=%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%89%A9
…　ほんと信用できませんね日本の検査@Tanisennzo 2014年4月17日発表台湾政府
　http://www.fda.gov.tw/upload/133/Content/2014041715023899817.pdf …

amaちゃんださんがリツイート 
二宮友和 eastern youth @fundoshiprince 
· 5月14日 
この時、集団的自衛権は「日本人が命の危機に晒される場合」と限定してただろうが

、詐欺野郎が。 
https://twitter.com/fundoshiprince/status/598875232162553856/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
おま（脱被曝） @makixxx23 
· 5月14日 
おま（脱被曝）さんがリツイートしました きっこ
日本茶を一口飲んだだけで、上半身に痒みが出て、首のリンパが腫れ、熱が出た。ほ

んの数mlでこの反応。
私の体感で最も危険と判断したのはお茶!!　お茶はそのままで食べないからと高汚染物
を流通させるな

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/olivenews/status/599870754218323968/photo/1
http://www.radioactivity-db.info/product.aspx?product=%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%82%B7&category=%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%89%A9
http://www.fda.gov.tw/upload/133/Content/2014041715023899817.pdf
https://twitter.com/fundoshiprince/status/598875232162553856/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
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2015年5月18日9:04
しまった。またしっぽがきれた★

 
 



（５月18日）　エル似の〈清少納言｝嬢の実に人間的で秀麗な怒り顔が大アップで拝
めた。

http://85358.diarynote.jp/201505181018106307/

札幌最高o(^-^)o
2015年5月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
写真は失敗しましたが、

今朝の札幌は最高です。

乾いて冷たい西風。

線量低いし。(^-^)
柔らかい青空。

百花繚乱。

鳥類繁殖。o(^-^)o
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日15:07
バイトはプチ厄日３連続が決定しましたが(-"-;)

エル似の〈清少納言｝嬢の

実に人間的で秀麗な怒り顔が大アップで拝めたので

(≧ω≦)b
お釣をだしておく…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日20:26
まぁとにかくプチ厄日３連発で神経限界斬りました…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201505181018106307/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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2015年5月18日21:11
…あ〜(-"-;)…

忙し過ぎて、来月の有給休暇の申請出すの忘れた…(ToT)
 
 



某所の新人リーダー嬢《清少納言の君〉（仮名）の手配写真。（いやほんとにエルに似
てるんだよ雰囲気がエラソウで…ｗｗｗｗ）

http://85358.diarynote.jp/201505182240298816/

脳内モンタージュｗ　（－１＋２）

2015年5月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

（前項コメント欄参照）

モンタージュというか、

コラージュというか…（＾＾；）

貼っつけた画像３枚を脳内で合成して、３で割ってメガネをかけると、

某所の新人リーダー嬢《清少納言の君〉（仮名）の手配写真ができます…

たぶんｗ

http://85358.diarynote.jp/201505182240298816/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505182240298816/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150518/85358_201505182240298816_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150518/85358_201505182240298816_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150518/85358_201505182240298816_3.jpg


（いやほんとにエルに似てるんだよ雰囲気がエラソウで…ｗｗｗｗ）

音楽だとこんな感じかなぁ…？
https://www.youtube.com/watch?v=bfBetmSmlGo
Anywhere is - Enya

https://www.youtube.com/watch?v=LPa9r9gkBAE
Enya: Book of days
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日22:41
０５０９５９９☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月18日23:24
neko-aii @neko_aii 
· 33分 33分前 
2012年2月14日
 
 
被曝による脳の影響

・危機感の大きな減退。

・時刻感覚の減退。

・食欲の増大。

・ステップワイズな複雑な思考の回避。

https://www.youtube.com/watch?v=bfBetmSmlGo
https://www.youtube.com/watch?v=LPa9r9gkBAE
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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・味覚の変化。

・感情の鈍化。

・開放感(遊び)への欲求の増加。

・転びやすい。

 



（５月19日）　タイムラインを見ていないで、原稿を仕上げなさい。

http://85358.diarynote.jp/201505190952006706/

☆　『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』　☆　（仮完成！）

2015年5月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
　

（承前）

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 9時間 9時間前 
シャーロック・ホームズ以外で私を騙せる人間がいるかね。タイムラインを見ていな

いで、原稿を仕上げなさい。

https://www.youtube.com/watch?v=A_1jeGYz0-w
《點燈祈願文》 

http://85358.diarynote.jp/201505180707397039 続き。

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』

１．四界神話

２．水滴大陸

３．大地世界

４．最終戦争

５．地球統一

６．美麗天地

７．星雲政府

８．銀河大海

９．創世神話

10．転生長生

【 Sub Contents 】
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１．四界神話

１－１．上古神代

１－２．転生司神

１－３．新神推挙

１－４．兄神世界

１－５．姉神世界

１－６．妹神世界

１－７．弟神世界

１－８．邪恋乱心

１－９．大地蹂躙

１－10．境界監視

２．水滴大陸

２－１．創世神話

２－２．山野渓谷

２－３．大陸隆起

２－４．諸国興亡

２－５．帝国版図

２－６．反逆蜂起

２－７．四民平等

２－８．平穏繁栄

２－９．子孫放浪

２－10．七彩支族

３．大地世界

３－１．大地開闢

３－２．侵略蹂躙

３－３．女神娘人

３－４．拡散疎遠

３－５．女神尊孫

３－６．白都時代

３－７．詩歌地誌

３－８．皇女戦記

３－９．闇洞界史

３－10．大地終末

４．最終戦争



４－１．黄昏童話

４－２．朝日ヶ森

４－３．善野物語

４－４．緑慶戦線

４－５．天災人災

４－６．宇宙開拓

４－７．宇宙独立

４－８．宇宙避難

４－９．最終戦争

４－10．人狼伝説

５．地球統一

５－１．人類逃散

５－２．人類残存

５－３．人類復興

５－４．人類衝突

５－５．人畜鬼神

５－６．群雄割拠

５－７．諸国時代

５－８．女神再臨

５－９．巫女降嫁

５－10．地球統一

６．美麗天地

６－１．先史時代

６－２．星船座礁

６－３．碧葉王国

６－４．多島海史

６－５．自由戦乱

６－６．帝国統一

６－７．単性両性

６－８．星船発掘

６－９．崩壊発展

６－10．星間連盟

７．星雲政府

７－１．星人来訪



７－２．友好協定

７－３．第三世界

７－４．気波異能

７－５．混沌停滞

７－６．星雲統一

７－７．汎界協商

７－８．二圏分裂

７－９．管理抗争

７－10．星圏崩壊

８．銀河大海

８－１．外海転出

８－２．私有星系

８－３．白天惑星

８－４．碧緑惑星

８－５．惑星紅蓮

８－６．拡散分裂

８－７．地球消滅

８－８．銀河寸断

８－９．星海王群

８－10．星海女王

９．創世神話

９－１．最高学府

９－２．統合学都

９－３．独立自尊

９－４．生存競争

９－５．学究研鑽

９－６．鑑賞観察

９－７．技芸娯楽

９－８．交流混乱

９－９．調停会議

９－10．超界航法

10．転生長生
10－１．黒百合譚
10－２．清峰鋭伝



10－３．光玉少女
10－４．黄金虎神
10－５．灰色少年
10－６．雪色狼人
10－７．銀月女神
10－８．転生史略
10－９．諸神列伝
10－10．転生霊界

https://www.youtube.com/watch?v=uZ91KDaW7kc
Enya ( Full Album ) The Best of Enya 

今日は一日、これ ↑ を眺めて娯楽る予定です…

　♪（＾＾）♪

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日12:33
０５

０９

…６６６…

　（＠＠；）||||

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日12:42
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マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 2 時間 2 時間前 
何をしているんだ……。原稿を書きたまえ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日14:04
いや、これは大事なチェック項目なんですよ…
（＾＾；）

1。 4 世界神話
2。 水液滴大陸
3。 地球世界
4。 最後的戰爭
5。 全球團結
6。 美麗的宇宙
7。 星雲政府
8。 海洋星系
9。 創世神話
10。 轉世，使用壽命長

1. 4 world myths
2. Water droplets continent
3. Earth world
4. Final war
5. Global unity
6. Beautiful universe
7. Nebula Government
8. Ocean Galaxy
9. Creation myths
10. Reincarnation, long life

1. 4 mitos del mundo
2. Continente de gotitas de agua
3. Mundo
4. Guerra final
5. Unidad global

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


6. Universo hermoso
7. Gobierno nebulosa
8. Ocean Galaxy
9. Mitos de la creación
10. Reencarnación, larga vida

うし。（＾ｗ＾）ｇ

全編「四文字熟語」的短文というか「擬漢文」風の文体で統一しちゃえば、

「簡易翻訳」でも、意味ちゃんと通じるな！

！（＾＾）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日14:30
なんかすげぇ猛烈にハラ減った！

？（＾◇＾；）？

ので、いったん休憩〜…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日14:31
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 18分 18分前 
ディオゲネスクラブの会員になりたい？　原稿が出来上がったのであれば検討はしよう。早く原

稿を作り上げなさい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日17:23
０５

０９

７０７．（＾＾；）

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

2015年5月19日22:07
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 2時間 2時間前 
できたのなら原稿を見せてみなさい。ちょっとしたセキュリティチェックだ。

 

http://85358.diarynote.jp/
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（５月19日）　思い出したくもない前世黒歴史／被曝の最大の障害は知能低下と性格
崩壊、意欲の減退。東京でも影響が出ている。

http://85358.diarynote.jp/201505191748394839/

【改稿】…（ＴへＴ；）…

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』…【しました。】　（＾＾；）
。

2015年5月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
 
…激烈睡魔にとっつかまったのは巨大地震の前兆でなければ
爆弾低気圧的前線通過のせいだと思って

気絶する前にオトナシク就床しましたんですが、

短時間のうちに「あっち側」（転生霊界？）まで召喚されまして、

「構成のバランスが悪い！」

「逃げてないでちゃんと苦手な部分のジースト史も書き込みなさい！」と、

指導霊？の皆さんにダメ出しをくらって、

さらに、

思い出したくもない（＾＾＃）前世黒歴史の、

新ネタ情報の手がかりを増やしていただきまして、

現世に帰ってまいりました…
…（〜〜；）…

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 11分 11分前 
ツイッターは時間潰しには良いのかもしれないが、潰すほど君に時間はあるのかね。

原稿をやりなさい。

http://85358.diarynote.jp/201505191748394839/
http://85358.diarynote.jp/201505191748394839/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505191748394839/


暴風が激しすぎて、地震かと思うほどの勢いでアパート全体がガタガタ揺れています。

東の空にみごとな虹。しかも二重！（まんなかの紫の次にまた赤から折り返して黄色キミド

リと…）

南の天地を一面に覆い尽して、恐ろしい「湿度百％」のフクイチ雲災が遅いかかりつつあります

。

…さて。

生きてるあいだに、「夢うつつ」のほうを片付けとくか…☆

ｗ（＾へ＾；）ｗ

んで、しつこく聴く。

https://www.youtube.com/watch?v=uW-eIco8trE
進撃の巨人 OP 紅蓮の弓矢＆自由の翼 full 

…と、思ったら、悠宙舞サマが、新ジャンル？を紹介して下さいました…

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=kvmO0P99A98
【作業用BGM】ファイナルファンタジー　オーケストラ 　FINAL FANTASY 　Orchestra 

いやぁ、最近の動画はよく動く！美麗だ…ッ!!!!
　！（＠◇＠）！

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』

１．四界神話

２．水滴大陸

３．大地世界

４．最終戦争

５．地球統一

６．美麗天地

７．暗闘連星

https://www.youtube.com/watch?v=uW-eIco8trE
https://www.youtube.com/watch?v=kvmO0P99A98


８．星雲政史

９．創世神話

10．転生史略
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７．暗闘連星

７－１．双生神話

７－２．入植者達

７－３．単星時代

７－４．星間紛争

７－５．殲滅戦争

７－６．厳冬種実

７－７．人畜鬼神

７－８．人類逆襲

７－９．帝国圧政

７－10．破壊者達

８．星雲政史

８－１．星人来訪

８－２．気波異能

８－３．三国統一

８－４．汎界協商

８－５．管理抗争

８－６．二圏分裂

８－７．外界流出

８－８．銀河寸断

８－９．地球消滅

８－10．星海女王

９．創世神話

９－１．最高学府

９－２．統合学都

９－３．独立自足

９－４．学究研鑽

９－５．生存競争

９－６．鑑賞観察



９－７．技芸娯楽

９－８．交流混乱

９－９．調停会議

９－10．超界航法

10．転生史略
10－１．黒百合譚
10－２．清峰鋭伝
10－３．光玉少女
10－４．黄金虎神
10－５．雪色狼人
10－６．灰色少年
10－７．銀月女神
10－８．転生列伝
10－９．霊界人海
10－10．諸神諸仙

…ぉし…！（＾へ＾；）！

「１０」の小項目と内容構成のみ、まだ「仮定」。

なにしろ「結末もしくは向かうべき方向」すら、

「まだ私自身に判っていない来世」につながってるんだから…

ｗ（＾へ＾；）ｗ

ま、とりあえずココまで！

    
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日21:45
War Is Over @kenshimada 
· 4 時間 4 時間前 
平等という概念は、「すべての人間が等しく同じ権利を持ち、同じように扱われるべ」という言

葉に聞こえる。

しかし、為政者が絶対に言う事のない本音は人間をあたかも品質の均一な工業製品の如く「規

格化」するという事だ。　http://www.bllackz.com/2013/01/blog-post.html?utm_source=BP_recent
…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日21:51
Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
被曝の最大の障害は知能低下と性格崩壊、意欲の減退。東京でも影響が出ている。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日21:53
Lightworker @Lightworker19 
· 11時間 11時間前 
私は宇宙人に福島原発上空をゆっくり移動するＵＦＯについて何をしているのか尋ねました。す

ると、それは「放射能除去作業をしているんだ」、「量子転換のテクノロジーで可能だ」との答

えでした。

http://amba.to/T2SHBZ
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（５月19日）　？？邪恋とか神世とか、どっから湧いて出たんだよ…？？

http://85358.diarynote.jp/201505191840314851/

齧りかけ…「君の原稿はこのドーナツの穴だ」
。

2015年5月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
　

（承前）（＾＾；）

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 3 時間 3 時間前 
ここにドーナツがある。君の原稿はこのドーナツの穴だ。原稿を仕上げないと、周り

を食べられてなくなるぞ。

ｗ（＾＾；）ｗ

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

１．四界神話　　　　大地の東の森林地帯に住む飛仙族はこのように語り継ぐ。

１－１．上古神代　　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

１－２．転生司神　　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

１－３．新神推挙　　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

１－４．姉神世界　　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

１－５．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

１－６．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

１－７．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

１－８．邪恋乱心　　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

１－９．大地蹂躙　　妹が兄を停めた。兄の軍が妹の世界を襲った。

１－10．境界封鎖　　上神レリナルが調停した。四界の壁は閉ざされた。

２．水滴大陸

２－１．創世神話

２－２．山野渓谷

２－３．大陸隆起

２－４．諸国興亡

２－５．帝国版図

２－６．反逆蜂起

２－７．四民平等

２－８．平穏繁栄

２－９．子孫放浪

２－10．七彩支族

３．大地世界物語　女神マライアヌディアはこのように世界を始めた。

３－１．大地開闢

３－２．侵襲蹂躙

３－３．女神娘人

http://85358.diarynote.jp/201505191840314851/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505191840314851/


３－４．拡散疎遠

３－５．女神尊孫

３－６．白都時代

３－７．詩歌地誌

３－８．皇女戦記

３－９．闇洞界史

３－10．大地終末

４．最終戦争

４－１．黄昏童話

４－２．朝日ヶ森

４－３．善野物語

４－４．緑慶戦線

４－５．天災人災

４－６．宇宙開拓

４－７．宇宙独立

４－８．宇宙避難

４－９．最終戦争

４－10．人狼伝説

５．地球統一

５－１．人類逃散

５－２．人類残存

５－３．人類復興

５－４．人類衝突

５－５．人畜鬼神

５－６．群雄割拠

５－７．諸国時代

５－８．女神再臨

５－９．巫女降嫁

５－10．地球統一

６．美麗天地

６－１．先史時代

６－２．星船座礁

６－３．碧葉王国

６－４．多島海史

６－５．自由戦乱

６－６．帝国統一

６－７．単性両性

６－８．星船発掘

６－９．崩壊発展

６－10．星間連盟

７．暗闘連星

７－１．双生神話

７－２．入植者達

７－３．単星時代

７－４．星間紛争

７－５．殲滅戦争

７－６．厳冬種実

７－７．人畜鬼神

７－８．人類逆襲



７－９．帝国圧政

７－10．破壊者達

８．星雲政史

８－１．星人来訪

８－２．気波異能

８－３．三国統一

８－４．汎界協商

８－５．管理抗争

８－６．二圏分裂

８－７．外界流出

８－８．銀河寸断

８－９．地球消滅

８－10．星海女王

９．創世神話

９－１．最高学府

９－２．統合学都

９－３．独立自足

９－４．学究研鑽

９－５．生存競争

９－６．鑑賞観察

９－７．技芸娯楽

９－８．交流混乱

９－９．調停会議

９－10．超界航法

10．転生史略
10－１．黒百合譚
10－２．清峰鋭伝
10－３．光玉少女
10－４．黄金虎神
10－５．雪色狼人
10－６．灰色少年
10－７．銀月女神
10－８．転生列伝
10－９．霊界人海
10－10．諸神諸仙

…しかしだね。（＾＾；）

どうしても、並べて貼りたくなるよね、これ…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
【MAD】進撃の巨人OP　紅蓮の弓矢歌詞付き 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E6%BC%94%E7%AE%97%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3
＞物理演算エンジン（ぶつりえんざんエンジン、Physics engine）とは、質量・速度・摩擦・風
といった、古典力学的な法則をシミュレーションするコンピュータのソフトウェアである。多く

の場合、ミドルウェアライブラリを指す。 略して物理演算、物理エンジン、Physicsとも言う。

https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E6%BC%94%E7%AE%97%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日22:35
…だめだこれ…bingの自動翻訳、意味が通じてないぞ…？
ｗ（＾へ＾；）ｗ

1. 4 world myths
1-1. 1185 gods incarnated spirit that presided over by universal universal God mannmawaaga.
1-2. Prepare the new world as a cradle of new souls incarnated 1 God.
1-3. For the Cenozoic new God recommendation 4 in the young gods chosen.
1-4. Rhizschensalalto sister 神世 world my sister God prefers knowledge and study.
1-5. Guahigirugu called his brother 神世 world brother God will entertain competition with Takeshi.
1-6. God sister 神世 world my sister Marian enjoys arts dance with friends.
1-7. Was an indulgence just watching is brother 神世 world brother God tiasuraaru.
1-8. And denied he was courting 邪恋 distraction sister God brother, hated the TIFF.
1-9. Land abuses his brother God punishing it be undermined the world God sister is killed and
lamented.
1-10. A border blockade senior God relinal 4 God punishing because just 4 walls.

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日22:39
？？邪恋とか神世とか、どっから湧いて出たんだよ…？？
？（＾＾；）？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日22:40
とりあえず本日時間切れ〜★

ｗ（＾へ＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日2:47

カラパイア @karapaia 
· 2時間 2時間前 
【RT800UP】 古くて新しい近未来的都市空間。香港の高層集合住宅をサイバーパンク風に撮影
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52184090.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/600686114408501248/photo/1

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日2:58
…「カッコをつけて」みたら、ますますわけがわからなくなった…
（－－；）

1. 4 world myths
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1. 4 world myths

1-1. 1185 gods is? q universal God mannmawaaga? s spirit world reincarnation] to preside over.

1-2. As a cradle of new souls incarnated 1 God prepared new world egg.

1-3. New God recommendation newborn 4 circles for major gods were chosen from the young gods.

1-4. Sister 神世 world "sister God rhizschensaral" prefers learning and study.

1-5. Brother 神世 industry q brother God guahigirugu? RAND the excels in martial arts, struggles to
entertain.

1-6. Sister 神世 industry q God sister Marian] enjoy the arts dance together.

1-7. Was an indulgence just watching is brother 神世 industry q brother God tiasuraaru".

1-8. Denied he was courting 邪恋 distraction sister God brother, and hated the TIFF.

1-9. Land abuses his brother God punishing it be undermined the world God sister is killed and
lamented.

1-10. Border blockade q on Court God relinal] 4 God punishing because just 4 walls.

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日3:15
Universal universal God mannmawaaga to preside over the spirit world reincarnation.

うっし！

この「英文直訳風」文体なら、なんとかイケる…!?

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日8:29
０５０９７９０
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（５月19日）　まじで【さっぽろ結界】は、地球で一番、安全な聖地かもしれま
せん…！！

http://85358.diarynote.jp/201505192129464806/

「霧樹里守（きりぎ・りす）の描きかた」教室

…ｗ
2015年5月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

昨日のコレが気に入っちゃったので、

http://85358.diarynote.jp/201505182240298816/

（＾＾；）

「自分画像」をモンタージュしてみますた…ｗｗｗ

足して３で割って、メガネをかければ、

かなり、「私」に似ます…

http://85358.diarynote.jp/201505192129464806/
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たぶん。ｗｗｗｗｗ

Lightworker @Lightworker19 
· 27 分 27 分前 
【東京の放射能汚染ツイートまとめ】 ぶらぶら病と似た症状が広がっている　東京駅
プラットフォーム、なんと驚きの４．８８μSv／h！　http://amba.to/14Xt5h0

cmk2wl @cmk2wl 
· 33分 33分前 
The Fog 究極の恐怖は福島原発から。
100万キロワット級の「新燃料」が、露天で臨界に達すると、地球環境を激変させるほ
どのパワーがあるんだろうね。

cmk2wl @cmk2wl 
· 40分 40分前 
19日 20時50分　
酷いなこれは。

今までで一番酷い状態かも。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/600631801770442753/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
2015年05月19日　八丈島(ハチジョウジマ)
なんと、22時間連続 湿度 100パーセント。
島民に避難勧告しないの？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/600616448822652929/photo/1

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
今日の潮位はこうなってます。

明日20日の未明まで、福島原発から出る水蒸気は多いかもしれません。
よく見ててください。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/600615775611654144/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 

http://amba.to/14Xt5h0
https://twitter.com/cmk2wl/status/600631801770442753/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/600616448822652929/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/600615775611654144/photo/1


【拡散】tokaiama 福島県の樽葉町や双葉で放射線量が一時急上昇！今週に入ってから
福島で線量の急上昇が相次ぐ！

cmk2wl @cmk2wl 
· 7時間 7時間前 
2015年05月19日　八丈島(ハチジョウジマ)
17時間連続で湿度100パーセントです。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/600536465089560576/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 7時間 7時間前 
■「日本という国家が崩壊するわけですよね。かなり大きな県ですけれども。無人に

するということですから。国家の方はそのことが分かっているので、もう駄目だと、

もう人々に被曝をさせるしかないというそういう作戦に彼らは打って出たということ

になります。」小出裕章

cmk2wl @cmk2wl 
· 8時間 8時間前 
凍土壁なんて意味のないことをやってる理由がわかった。

問題は陸側じゃなくて海側なんだね。おためごかしにしても酷いけど、二重の嘘だ。

溶融デブリに触れた海水による水蒸気は、どんな微細な隙間にも入り込んで、福島原

発の土壌を液状化していく。福島湿原の誕生だ。

War Is Over @kenshimada 
· 12時間 12時間前 
3月15日の早朝4〜5時頃、東京のNHKのニュースでは「雨が降るのでその前に水の汲
み置きをしてください。」とアナウンサーは言った。それ以降は二度と放送されなか

ったが。

しつこくてすいませんね。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=8Ak-59_EpLw
進撃の巨人自由の翼歌詞付き 

歌詞もいいけど、ものすごく、「歌いにくい」唄だ…（＾＾；）…

https://twitter.com/cmk2wl/status/600536465089560576/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=8Ak-59_EpLw


ちなみに札幌上空、直前に決死の勢いで吹き荒れて、

覆いかぶさってくれた冷たく思い西風が「護るように」

【気団蓋】をしてくれたおかげで、

襲い掛かってきた南方からの「湿度１００％」放射能ＭＡＸ含有の雲、

温度の高さで上空にはねのけられて、すごすごと上空を素通りしていってくれました…

…！（＠◇＠）！…

ありがとうレラカムイ様！

まじで【さっぽろ結界】は、地球で一番、安全な聖地かもしれません…！！

https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
【MAD】進撃の巨人OP　紅蓮の弓矢歌詞付き 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月19日21:30
 

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 16 分 16 分前 
私は歯医者にいても仕事をする。君も原稿に取り組みたまえ。

 

https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（５月20日）　ようするに、「暗いと不安で眠れない」んだな…（－－；）…。

http://85358.diarynote.jp/201505200251025761/

【警戒】！【@TOHRU_HIRANOは非公開設定
です】…猛毒放射性物質が水道水に混入して
いる。

2015年5月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

さっき眠ったばかりというのに、何故だか目が醒めてしまいました。

０２：２５。

なんだこれ。（＠へ＠；）

三目並べか？（－－；）

ちょっと待て。台風の速度。ナニコレ…？？
！（＠■＠：）！

…あ！【フクイチが大ゴケした】状況証拠発見…！

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@TOHRU_HIRANOさんのツイートやアカウントを見る
ことが出来ます。[フォロー] ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りましょう
。

http://85358.diarynote.jp/201505200251025761/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505200251025761/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150520/85358_201505200251025761_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150520/85358_201505200251025761_2.jpg


…この謎の【ブロッケン現象】が出るのは、必ず、フクイチに深刻な事態発生で、緊急情報がア
ップされてる時です…
　ｗ（－－；）ｗ

台風、高波、冠水、露天臨界…＞【水蒸気爆発】…？

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M6.5】PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 12.1km 2015/05/20 00:25:21JST, 2015/05/19
15:25:21UTC
(G)http://j.mp/1IJkJ3t (USGS)http://j.mp/1L6vzO9

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
ニュージーランドでM5.8の地震　またもクライストチャーチが・・・
http://bit.ly/rHtnOh

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
「フィリピン海プレートは柔らかく、地震時の跳ね上がりは東日本大震災の比では

ない。最悪の場合、房総沖から西日本沿岸にかけて、東日本大震災を凌駕する30ｍ級
の大津波に襲われる可能性もあります」　http://bit.ly/1xxXWR6

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 5 時間 5 時間前 
名無し：2015/05/19(火) 21:48 ID:XXXXXXXX
チェルノブイリでは汚染されたコンクリートの建物の住人が白血病になっただけ

でニュースになった。

日本では白血病は国民病でニュースどころか誰も気にしない。

cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
The Fog 究極の恐怖は福島原発から。
100万キロワット級の「新燃料」が、露天で臨界に達すると、地球環境を激変させるほ

http://j.mp/1IJkJ3t
http://j.mp/1L6vzO9
http://bit.ly/rHtnOh
http://bit.ly/1xxXWR6


どのパワーがあるんだろうね。 

宇宙天気ニュース @swnews 
· 14 時間 14 時間前 
[記事] 太陽風の速度は500km/秒に上がっています。磁気圏の活動も強まっています。
http://swnews.jp #swnews

neko-aiiさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 5月18日 
福島原発から、いま出てる水蒸気はDNAを破壊するトリチウムが多く含まれている
殆どの人は知らないトリチウムという除去不能な猛毒放射性物質が、水道水に混入し

ている事 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2 …
@neko_aii

…（－－；）…

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 4時間 4時間前 
考えていても何も変わらない。行動したまえ。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日3:53
空が明るくなり、小鳥が鳴きはじめ、私は眠くなりました。

ようするに、「暗いと不安で眠れない」んだな…（－－；）…。

あと２時間？　寝なおします…★

http://swnews.jp/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2
http://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日3:54
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 29分 29分前 
タイムラインを覗いているようだが、君は先ほども同じことをしていたと記録に残っている。原

稿は終わったのかね？

 



（５月20日）　私がいま視ている白日夢が被曝による脳損傷が見せている幻覚ではな
く前世記憶の総ざらえであるとするならば。

http://85358.diarynote.jp/201505201607012855/

エルシャムリアを復活させなきゃいけないらしい…？(^_^;)？

2015年5月20日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
私がいま視ている白日夢が被曝による脳損傷が見せている幻覚ではなく前世記憶の総ざらえであ

るとするならば。

(^_^;)

…やらなきゃいけない仕事は、「放り出しちゃった」智究界
エルシャムリアのリブートと、

「げんざい地球で死につつある魂たちの転生受け入れ先としての生個体数の確保」。

…ってことになる。

…らしい…？
(・ω・;)(;・ω・)

貼っておこうｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
【PS3】 El Shaddai -エルシャダイ-　(ルシフェルver) 高画質版 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日16:11
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…神話は神話のままに
しておきたかった…
┐(’〜`；)┌…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月20日20:44
…がっで〜む！(-"-;)！

アルバトーレのミネルバさんも「私」か…！？
ヽ（・＿・；）ノ

いや、あれ？

(・ω・;)(;・ω・)
ハレーション原則は…？

ヽ（・＿・；）ノ
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（５月20日）　別名「ニグルの木の葉」現象。（そして永遠に原稿が完成しない…（
－－；）★）

http://85358.diarynote.jp/201505202329564335/

改稿の、海溝…（－－；）…。【没！】
2015年5月20日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

「例によって」ドツボにハマる。

（－－；）

別名「ニグルの木の葉」現象。

（そして永遠に原稿が完成しない…（－－；）★）

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 4 時間 4 時間前 
新刊の望み、原稿を落とす痛み、救いの喜び……スケジュールを立てて右往左往して
いる君は、まさに術中に嵌っている。分からないかね。

https://www.youtube.com/watch?v=JPY4WfliUAk&list=RDyLnw-TVim5Q&index=2
進撃の巨人　紅蓮の弓矢【歌詞付き】

…こんだけ聴いてたら、「ドイツ語が聞き取れる」ようになるかもしらん…
…（＾＾；）…

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

　　【 Contents 】　　　【 Overview 】

１．大地世界物語

１－１．四界神話　　　大地世界の東の森に住む飛仙族はこのように語り継ぐ。

１－１－１．上古神代　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

１－１－２．転生司神　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

http://85358.diarynote.jp/201505202329564335/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505202329564335/
https://www.youtube.com/watch?v=JPY4WfliUAk&list=RDyLnw-TVim5Q&index=2


１－１－３．新神推挙　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

１－１－４．姉神世界　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

１－１－５．兄神世界　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

１－１－６．妹神世界　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

１－１－７．弟神世界　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

１－１－８．邪恋乱心　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

１－１－９．大地蹂躙　妹が兄を停めた。兄の軍が妹の世界を襲った。

１－１－10．境界封鎖　上神レリナルが調停した。四界の壁は閉ざされた。

１－２．大地開闢　　　女神マライアヌディアはこのように世界を始めた。

１－２－１．

１－２－２．

１－２－３．

１－２－４．

１－２－５．

１－２－６．

１－２－７．

１－２－８．

１－２－９．

１－２－10．

１－３．侵襲蹂躙

１－４．女神娘人

１－５．拡散疎遠

１－６．女神尊孫

１－７．白都時代

１－８．二皇紛争

１－９．分都時代

１－10．詩歌地誌



２．水の大陸年代記

２－１．創生神話

２－２．山野渓谷

２－３．大陸隆起

２－４．諸国興亡

２－５．帝国版図

２－６．反逆蜂起

２－７．四民平等

２－８．平穏繁栄

２－９．子孫放浪

２－10．七彩支族

３．最終戦争伝説

３－１．黄昏童話

３－２．朝日ヶ森

３－３．善野物語

３－４．緑慶戦線

３－５．天災人災



３－６．宇宙開拓

３－７．宇宙独立

３－８．宇宙避難

３－９．最終戦争

３－10．人狼伝説

４－８．皇女戦記

４－９．闇洞界史

４－10．大地終末

５．地球統一

５－１．人類逃散

５－２．人類残存

５－３．人類復興

５－４．人類衝突

５－５．人類停滞

５－６．群雄割拠

５－７．諸国時代

５－８．女神再臨

５－９．巫女降嫁

５－10．地球統一

６．美麗天地

６－１．先史時代

６－２．星船座礁

６－３．碧葉王国

６－４．多島海史

６－５．自由戦乱

６－６．帝国統一

６－７．単性両性



６－８．星船発掘

６－９．崩壊発展

６－10．星間連盟

７．暗闘連星

７－１．双生神話

７－２．入植者達

７－３．単星時代

７－４．星間紛争

７－５．殲滅戦争

７－６．厳冬種実

７－７．人畜鬼神

７－８．人類逆襲

７－９．帝国圧政

７－10．破壊者達

８．星雲政史

８－１．星人来訪

８－２．気波異能

８－３．三国統一

８－４．汎界協商

８－５．管理抗争

８－６．二圏分裂

８－７．外界流出

８－８．銀河寸断

８－９．地球消滅

８－10．星海女王

９．創世神話

９－１．最高学府

９－２．統合学都

９－３．独立自足

９－４．学究研鑽

９－５．生存競争

９－６．鑑賞観察

９－７．技芸娯楽

９－８．交流混乱



９－９．調停会議

９－10．超界航法

10．転生史略
10－１．黒百合譚
10－２．清峰鋭伝
10－３．光玉少女
10－４．黄金虎神
10－５．雪色狼人
10－６．灰色少年
10－７．銀月女神
10－８．転生列伝
10－９．霊界人海
10－10．諸神諸仙

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日0:02

Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 
英雄はその目的が達成されないときには悪党や盗人とみなされるものだ。世の中の人から馬鹿に

され、虐げられたときにこそ、真の英雄か どうかがわかる。
「吉田松陰」 http://bit.ly/1cagPjk

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日0:30
いやこれ没！

（＾＾；）！
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年５月）

（下旬）
 



（５月21日）　『いまだ視えざる物語』。／歴史とは、一般に認められた作り話で
ある。

http://85358.diarynote.jp/201505210046182499/

【追記中！】『いまだ視えざる物語』。…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

2015年5月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (8)
　

https://www.youtube.com/watch?v=7JY7PCbLqV8
アニメーション紀行 マルコ·ポーロの冒険　＃４３話最終回ＯＰ　ＥＤ

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地の東の飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代　　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

０－２．転生司神　　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

０－３．新神推挙　　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

０－４．姉神世界　　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

０－５．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

０－６．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

０－７．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

０－８．邪恋乱心　　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

０－９．大地蹂躙　　妹が兄を停めた。兄の軍が妹の世界を襲った。

０－10．境界封鎖　　上神レリナルが調停した。四界の壁は閉ざされた。

１．水滴大陸

１－１．創世神話　　水の子らヤツリーダムはこのように嘆き歌う。

１－２．山野渓谷　　海から上がりて沼に拡がる。山から下りて谷に拡がる。

１－３．大陸隆起　　激しい地震が幾度も起こり、沼沢小島は大陸となる。

１－４．諸国興亡　　人間が増え、壁を築いた。相争う時代が続いた。

１－５．帝国版図　　一人の王が諸国を平らげ、大王国の帝と号す。

１－６．反逆蜂起　　三身の法を唱える者たちが暴政に逆らった。

１－７．四民平等　　身分の差のない穏やかな国が北方山脈に築かれた。

http://85358.diarynote.jp/201505210046182499/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505210046182499/
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https://www.youtube.com/watch?v=7JY7PCbLqV8


１－８．平穏繁栄　　帝都と田園と山岳民は協和し栄えた。

１－９．子孫放浪　　天から悪鬼が降って来た。

１－10．七彩支族　　大陸は滅び、星の上の流浪が始まる。

２．大地世界

２－１．大地開闢　　大地女神マライアヌディアはこのように世界を始めた。

２－２．侵襲蹂躙　　大地世界は暗洞界軍に蹂躙された。

２－３．女神娘人　　女神は眠りにつき、女神の娘が統治を引き継いだ。

２－４．拡散疎遠　　人間たちは拡がり移り住み、次第に互いのことを忘れた。

２－５．女神尊孫　　女神の尊き孫娘が、大地をひとつにつなぎなおした。

２－６．白都時代　　女神の尊き孫娘が、大地にひとつの都を築いた。

２－７．二皇分都　　血の尊さを争って、都の皇家が２都に別れた。

２－８．皇女戦記　　大地に再び暗洞界が襲いきた。皇女がこれを迎え撃つ。

２－９．暗洞界史　　四界の壁が綻びる。

２－10．大地終末　　大地の世界はついに滅んだ。

３．最終戦争

３－１．黄昏童話

３－１－２．朝日ヶ森

３－１－３．善野物語

３－１－４．緑慶戦線

３－２．天災人災　（＜イマココ。）

３－３．宇宙開拓

３－４．宇宙独立

３－５．宇宙避難

３－６．最終戦争

３－７．

３－８．

３－９．人類逃走

３－10．人狼伝説

４．地球統一

４－１．人類逃散

４－２．人類残存

４－３．人類復興



４－４．人類衝突

４－５．人畜鬼神

４－６．群雄割拠

４－７．諸国時代

４－８．女神再臨

４－９．巫女降嫁

４－10．地球統一

５．暗闘連星

５－１．双生神話

５－２．入植者達

５－３．単星時代

５－４．星間紛争

５－５．殲滅戦争

５－６．厳冬種実

５－７．人畜鬼神

５－８．人類逆襲

５－９．帝国圧政

５－10．破壊者達

６．美麗天地

６－１．先史時代

６－２．星船座礁

６－３．碧葉王国

６－４．多島海史

６－５．自由戦乱

６－６．帝国統一

６－７．単性両性

６－８．星船発掘

６－９．崩壊発展

６－10．星間連盟

７．星雲政史

７－１．星人来訪

７－２．気波異能

７－３．三国統一

７－４．汎界協商



７－５．管理抗争

７－６．二圏分裂

７－７．外界流出

７－８．銀河寸断

７－９．地球消滅

７－10．星海女王

８．始原終末

８－１．最高学府

８－２．統合学都

８－３．独立自足

８－４．学究研鑽

８－５．生存競争

８－６．鑑賞観察

８－７．技芸娯楽

８－８．交流混乱

８－９．調停会議

８－10．超界航法

９．（いまだみえざる物語）

９－１．

９－２．

９－３．

９－４．

９－５．

９－６．

９－７．

９－８．

９－９．

９－10．

Ｘ．転生リポート

Ｘ－１．黒百合譚

Ｘ－２．清峰鋭伝

Ｘ－３．光玉少女

Ｘ－４．黄金虎神

Ｘ－５．雪色狼人



Ｘ－６．灰色少年

Ｘ－７．銀月女神

Ｘ－８．転生列伝

Ｘ－９．霊界人海

Ｘ－10．諸神諸仙

https://www.youtube.com/watch?v=RwReHPFkQ3k
流されはしなかった　小椋佳

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日1:14
寝ます寝ますっ（＾＾；）ッ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日9:44

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
特に欧米のスピ系の人たちの間ではこの世は全てホログラムであり幻想であると言われていま

すが、３次元にいる多くの人たちにとって目に見えて触れて...実際に宇宙には物質が存在するよう
に見えますが、これは一種の３次元の投影でありホログラム世界。http://bit.ly/ZCnaKR

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日9:51
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 2時間 2時間前 
セキュリティから連絡が来るたびに、私は愕然とする。早く原稿を仕上げなさい。そのスケジュ

ールで間に合うと考えているのかね。

https://www.youtube.com/watch?v=RwReHPFkQ3k
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日10:01
…時計さんが怒ってますので遅番バイトに逝ってきますぅ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日22:41
０５０

９９

７７

（＾o＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日9:42
amaちゃんださんがリツイート  
広河隆一 @RyuichiHirokawa 
· 2時間 2時間前 
TBSで中東の料理フムスの紹介番組。「イスラエルでは昔から・・・」と言っているが、「パレ
スチナでは・・・」というべき。パレスチナ人は「イスラエルは土地だけでなく食文化まで奪う

」と言っている。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日21:55
Lightworker @Lightworker19 
· 55分 55分前 
今からおよそ１万２０００年前に、一夜にして太平洋に沈んだと言われているのがムー文明で

ある。その時、東の大陸・南北アメリカに渡った人々の末裔がインカ族、マヤ族、ホピ族である

。一方、西を目指して逃げ延びた人々は、琉球諸島や日本本土、それに台湾や東南アジアへ渡り

、その地の先住民となった

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年5月22日22:01
Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
歴史とは、一般に認められた作り話である。

ボルテール　http://bit.ly/A9FJJH
 



（５月21日）　そんで私はヒラニアガルパだったのか？(‾○‾;)

http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/

追記／面々＠ＷＯＲＫ…(^_^;)…☆＜イマココ！★

2015年5月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (18)
作業用画面です。(^_^;)

とりあえず磯原清は

エイリスじゃなくて

アイリスのほうの転生と判明。

(^_^;)
…辻褄が合っちゃうから困るな…(・ω・;)(;・ω・)

https://www.youtube.com/watch?v=9NoCBbc17x4
いつの日か旅する者よ / 小椋 佳

んで。（－－；）コレがまた、

ネタが満載すぎて、オトナシク小項目にまとまってくれない。

というね…（－－；）…
https://www.youtube.com/watch?v=MnCkHwmsTBw
【科学忍者隊】コンドルのジョーのテーマ【ガッチャマン】

https://www.youtube.com/watch?v=7w6pl1xNcGw
TEKKAMAN-TheSpaceKnightテッカマンOP/ED 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

３．最終戦争

３－１．黄昏童話　　世界大戦が終わり数十年。次の嵐が近づいていた。

３－２．天災人災　　地球に巨大隕石接近。食い止められ第二の月となる。

３－３．宇宙開拓　　第二の月の占有を宣言した能力者集団アルバトーレ。

３－４．地球騒乱　　対宇宙政策を巡り、各国の思惑が乱れ争いが始まる。

３－５．宇宙独立　　宇宙植民者連合、独立宣言。地上「強制停戦」開始。

http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150521/85358_201505211120479213_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9NoCBbc17x4
https://www.youtube.com/watch?v=MnCkHwmsTBw
https://www.youtube.com/watch?v=7w6pl1xNcGw


３－６．宇宙避難　　宇宙移民大量発生。「貧民総救済」計画始動。

３－７．惑星移民　　月遺跡の発掘開始。火星金星木星圏への移民計画始動。

３－８．地球汚染　　地表の汚染と海没の深刻化。貧民救済による居住地不足。

３－９．最終戦争　　外宇宙移民計画の強制起動。世論分裂。実力行使。

３－10．人狼伝説　　地球から「逃げ遅れた」人々の最期の日々の物語。　　

…なんかこのへんの「同案多数」ネタ、ほとんど
「その後のガンダムシリーズ色々に先にやられちゃった」らしいから…

https://www.youtube.com/watch?v=J3cJ0TSShvQ
ファーストガンダム作業用ＢＧＭ １/２ FIRST GUNDUM（1979年）

書きにくいんだよなぁ…（〜〜；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=PRiMJHV8cBQ
宇宙海賊キャプテンハーロック 

https://www.youtube.com/watch?v=OdmHzzKjfJM
ONE OK ROCK / Video editing [Be the light] キャプテンハーロック 

…観てない…！（＾へ＾；）！

おまけ♪

https://www.youtube.com/watch?v=xpRBjwqXx10
科学忍者隊ガッチャマン　ガッチャマンの歌　

Gatchaman（子門真人　小林亜星）　Piano　Jotaro Takahashi 

いいなこの編曲♪　Elleさん弾いて♪

えッ（＠＠；）

これ知らないッ！

※※だったのッ!?
https://www.youtube.com/watch?v=jqHCbCJW6Y0
科学忍者隊ガッチャマン　米米倶楽部 

https://www.youtube.com/watch?v=J3cJ0TSShvQ
https://www.youtube.com/watch?v=PRiMJHV8cBQ
https://www.youtube.com/watch?v=OdmHzzKjfJM
https://www.youtube.com/watch?v=xpRBjwqXx10
https://www.youtube.com/watch?v=jqHCbCJW6Y0


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日11:23
札幌の空気は良くなりました。

o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:53
晴れてるのに、

札幌の空間線量０.０４３μとか

なので予断は許しません。

(・_・;)
今朝の雨では岩見沢が０.０５μ超えたし。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:55
ちょっと待ってエル。(-"-;)
脳ミソ返して。(-"-;)

アイリスと繋ぎ直す？のは構わないけど、こちとらバイト中なんだってば…(∋_∈)…

そういうのは、寝てる間にやってよ…！(ΘoΘ;)…眠いッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日15:58
訂正。

札幌の今朝０.０４２μ。

岩見沢昨夕０.０５４μ。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日16:04
ていうか吸気被曝性発ガン対応で免疫発熱してるよ。(T_T)
暑い…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日16:27
死にそうに眠い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日21:44
Ａリスと

Ｉリスを

統合させて、

余った切れっ端が、

切木リス。

ってかいッ(-"-;)

とりあえずサキが

「子どもを産まなくちゃ」の、

強迫観念の理由は、

 
「エイリスとアイリスの統合体の器」が要るから。…ね…
…(^_^;)…

そりゃ確かにトンデモナイ大容量になるから、そんじょそこらの種じゃだめだろうけど…

ヽ（・＿・；）ノ

…なぜ、小学生の頃からずっと謎だった部分が、コロコロ勝手に辻褄合わさっちゃうかな…

(・ω・;)(;・ω・)

ヽ（・＿・；）ノ

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

2015年5月21日22:04
…記憶を辿ると、ソレル女史（＝エイリス）の従兄は、ちゃっかりジョゼだったりするし…
┐(’〜`；)┌

…リスタルラーナ総裁とは、ずいぶん出世したなぁニョゼ！ｗ

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日23:49
０５０

９９

８８！（＠◇＠；）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日23:59
ちなみにそもそも

レイはトリトンのピピだったし、

ソレル女史はガッチャマンの南部博士だった…

はず…。（－－；）…

おかし〜な…？？？？？なんで、こんなことに…？？？？？？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:03
火山たん @volcano_tan 
· 2時間 2時間前 
火山の噴火によって人類が滅びかけた事があったって知ってた？約7万年前、インドネシアのトバ
火山の巨大噴火で空中に噴出された大量の火山灰が日光を遮断。その結果、地球は寒冷化してそ

のまま氷河期に突入。私達のご先祖さまは僅か1万人を残して死滅したんだって。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:43
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 9時間 9時間前 
原稿を書きなさい。君にしかできない原稿だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日0:54
０５

１０００１。

…（＾＾；）…とりあえず寝ます…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日1:07
そんで私はヒラニアガルパだったのか？(‾○‾;)

統合後の名前は、

イリスなのか

リリスなのか？(‾○‾;)

そんで雪ダルマ式に転生太り？して、

そのままワァガマンマに成り上がる。(・_・;)

…というオチが見えました…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日9:53
Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
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【拡散】tokaiama　巨大なすい星の接近が引き金となり、津波と火山噴火が激増する　世界の沿
岸部で巨大な洪水が襲う　巨大な太陽フレアの直撃　嵐と激しい異常な天候 沿岸部からの大きな
避難民の内陸部への移動　http://amba.to/1dW4f5M

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日9:55
？？？？？？（＾＾；）？？？？？？？

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
そうではなく、彼らはオムニアースの異なるプログラムに入って、次元のタイムゲートに集ま

って、ポータルをコーディネートし、意図とセルフマスタリーで周波数を上げ、別のホログラム

の中に移行したのです。http://bit.ly/Uazd0R

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日9:56
わかるように解説してくれｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日21:58
Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
ごまかさない。自分に正直に生きる。ウソをつくのは最低だ。
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（５月22日）　「ヤ」はユダヤと同根の「神」を意味している。天皇が朝鮮から来た
ことが明らかになると非常に困るのが、万世一系説の信奉者たちだ。

http://85358.diarynote.jp/201505222218584929/

被曝を全く疑っていなかった、…発生する前に
逃げておく事が必要だよ。

2015年5月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
https://www.youtube.com/watch?v=KEvBRncjZ28
三枝成彰：交響組曲「Zガンダム」第１楽章「Ζガンダムのテーマ」

なんかいやな地震だなぁ…（＾＾＃）…信号か…？
（奈良と広島に、地震の前兆！）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 4 分 4 分前 
危機管理意識

地震や火山、巨大台風などの地球の猛威。それと日本は放射能汚染。「報道してない

よね？」とか「まわりは気にしてないみたい」なんて、吞気な気分でいたら、これか

らの日本では後悔しますよね

Lightworker @Lightworker19 
· 4 分 4 分前 
【拡散】k2cyan　誰が悪いとか補償の話とか再稼働反対とか言ってるうちに病気にな
れば国の思う壺ですね。何を最優先にしなければいけないか判断出来ない人は子供を

守れない！【いま選択できる、将来悔やまないで済む状態というのは、もうその場所

を離れる事しかないです。】広河隆一氏

民主党政権時も現政権も「国民の命が最優先」なんて、これぽっちも、思ってない。

全てお金

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 28分 28分前 
浅間山の火山性地震の回数は凄いよ

いつ発表するの？と思ってたけど。あれでしょ。観光業に考慮して、ギリギリまで発

表しないだけ。「気象庁：そろそろヤバいかな？」と思ったんだろ

http://85358.diarynote.jp/201505222218584929/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150522/85358_201505222218584929_1.jpg
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それと表記も変え、平常と言っても「活火山ですよ」という表記 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/601723173625679873/photo/1

火山たんさんがリツイート 
内閣府防災 @CAO_BOUSAI 
· 1時間 1時間前 
【火山解説情報】本日、浅間山に臨時火山情報が発表されました。4月下旬頃から山頂
火口直下のごく浅い所を震源とする火山性地震が増加しています。地元自治体等の指

示に従って危険な地域に立ち入らないでください

。http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 1時間 1時間前 
３１１のとき東京にいて10ヶ月前に北海道に赴任した友人の同僚が心筋梗塞で死亡
この会社では200名くらいの規模で、すでに１０数名、心臓病脳梗塞などで死亡してい
る

外回りの公的ビジネス

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
「世界は変動している。北が南になるだろう」というのもあった。これは地球の自転

軸がひっくり返るという意味かもしれないが、それよりも現実に迫っているのは磁極

の反転であり、すでに磁極が急速に移動していることは主流のマスコミでも報道され

ている。http://bit.ly/yc8087

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
キルショットが発生すると通信衛星はまっさきにやられる。次に地上の発電所と送電

網がやられるが回復することはない。長期間電力がない状態が続く。電力の欠乏でエ

ネルギーや食料も不足する。だから安全な避難場所の確保はとても重要になるのだ

。http://amba.to/16SOSWb

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto 
· 3時間 3時間前 
ホーキング博士の告白「放射線被曝が誘発する’ALS’ 筋萎縮性側索硬化症（運動ニュー
ロン疾患）」 http://kl-lk.blogspot.com/2012/08/dr-hawking-related-motor-neurone.html
… 1957年の英国のウインズケール原発事故の際、風下付近で過ごし、英国バーグフィ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/601723173625679873/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info.html
http://bit.ly/yc8087
http://amba.to/16SOSWb
http://kl-lk.blogspot.com/2012/08/dr-hawking-related-motor-neurone.html


ールド原爆施設の風下での生活も経験した。

cmk2wl @cmk2wl 
· 5時間 5時間前 
ふくいちライブカメラ、4号機側が揺れてます。
今日の午後からずっと。

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
【拡散】lm262327 ご本人は被曝を全く疑っていなかったようですが、昨年より、「変
な頭痛がしたと思ったら、突然鼻血」が複数回、「恐ろしい頭痛」、「高血圧」。

今年、「喉のつまった感じ」、「沢山食べるのに痩せた、やつれた」、「左の顎関節

と首の痛み、左奥歯が音を立てて欠けた」など。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 
· 6時間 6時間前 
RTアサヒビール福島工場なう
https://twitter.com/KaZuMaRu0617/status/441461973830479872 … … ３１１後、福島
県の工場建てると助成金がでるそうで、助成金狙いの工場新設なのでしょう(^_^;)
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/601600025051865088 …
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/601600025051865088/photo/1

War Is Over @kenshimada 
· 6 時間 6 時間前 
トリチウムが水や水蒸気の形で 人体に入ると99%吸収される。 飲料水として大量に摂
取すると生体内反応に失調をきたし、体重に対し30%を越えると死に至る。
そして「動物実験で特に造血組織を中心に障害（白血病等） が生じる。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11105855326 …

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
【拡散】セシウムは呼吸と食物を通して人体に侵入します。人間の体に入ったセシウ

ムは細胞に取り付き破壊します。セシウムに取り付かれた細胞は、隣接する細胞を同

様の状態にした後、死亡します。こうやって不気味な悪循環が始まるのです

　http://bit.ly/X83v7w

https://twitter.com/KaZuMaRu0617/status/441461973830479872
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/601600025051865088
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/601600025051865088/photo/1
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11105855326
http://bit.ly/X83v7w


火山たん @volcano_tan 
· 7時間 7時間前 
噴火で最も恐ろしい現象は、やっぱり火砕流だね。温度は最高で摂氏数百度、速度は

速い場合だと時速100kmを超えると言われているよ。飲みこまれたら助かる事は困難
だから、発生する前に逃げておく事が必要だよ。

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
千葉県柏市南部で最高39万ベクレル！ 　http://bit.ly/HovoUl

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
【拡散】大変なことになってきました。 県の消防学校に入校中の男性も横紋筋融解症
になっていましたが、 彼の他にも入校中の1名が倒れ、5名が体調不良を訴え、合計7名
が入院となったそうです。http://bit.ly/1geIbba

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto 
· 8時間 8時間前 
ワシントン州ハンフォード再処理工場はスリーマイル事故の１万倍に及ぶ放射能を放

出したとされる。米国の再処理工場は他２箇所含めて閉鎖されたが、何故か日本に

は六ヶ所村に新設され本格稼働を目指している。藤田祐幸元教授は（３１１前に）六

ケ所の危険を指摘し、千葉県から長崎県に移住した。

War Is Over @kenshimada 
· 10時間 10時間前 
体が酸性体になっているときや、体温が上がると、新陳代謝の亢進によりヒスタミン

などが生成され、アレルギー症状（蕁麻疹）が出やすくなる。 311後に症状が出てきた
場合は放射能との関連を疑うべき。酸化＋放射能で 検索すると関連が見えてくる。

Lightworker @Lightworker19 
· 10時間 10時間前 
日立：情報・通信システム事業や鉄道事業の本社機能の一部を来年にも海外に移転す

る方針を明らかにした。http://bit.ly/19MRnv5

Lightworker @Lightworker19 
· 12時間 12時間前 
【拡散】NHKニュース「東京新宿区の屋外に4時間半いると呼気被曝は0.206マイク

http://bit.ly/HovoUl
http://bit.ly/1geIbba
http://bit.ly/19MRnv5


ロSv」

Lightworker @Lightworker19 
· 12時間 12時間前 
車内であっという間に１０μSvを振り切った！許可証もらって南相馬からいわきに行っ
た人の生々しい話に大憤慨した。有り得ない！人を通すなんて！こうやって緩和して

いく作戦なんだ！しかも警官や警備員が所々に立っているがマスクなし。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
カズ(放射能避難自給村を作ろう！) @KaZuMaRu0617 
· 2014年3月5日 
"@s_hiroki24: アサヒビール福島工場なう
#本宮市 #被曝 "
https://twitter.com/s_hiroki24/status/441458411746508800/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Vfqjl_hHRhM
三枝成彰：交響組曲「Zガンダム」第４楽章「猜疑の勝利」 

本日も全国で、交通マヒ。

https://twitter.com/UN_NERV

なんか四半世紀ぶり？に、この曲聴いたわ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=y43R9iA1n3Q
劇場版ガンダムⅢ　エンディング 

うわ（＠＠；）こんなんなってんだ、今？

https://www.youtube.com/watch?v=S3JVN-PjipY
機動戦士ガンダム　めぐりあい宇宙　オープニング

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
ヨッドは、神のことである。　ヤウエのヤ。　日本語のはやし言葉の「エンヤ

ラヤー」 の「ヤ」、掛け声の「エイヤー　アッシャー　エイヤー」の中の「ヤ」は、
全て「神」をユダヤと同根の「神」を意味している。　http://bit.ly/1goUKzG

https://twitter.com/s_hiroki24/status/441458411746508800/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Vfqjl_hHRhM
https://twitter.com/UN_NERV
https://www.youtube.com/watch?v=y43R9iA1n3Q
https://www.youtube.com/watch?v=S3JVN-PjipY
http://bit.ly/1goUKzG


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 10時間 10時間前 
朝鮮由来の天皇家を支えた家臣団、武家階級だった源平藤橘も、すべて朝鮮文化をそ

のまま持ち込んだ

江戸期に至るまで日本を支配した武家階級の大半が女真族である

織田信長が典型、元は福井出身　明智も加藤も同じ

「一所懸命」思想、二の丸などマルは朝鮮古語で城や村の意味

原・坪・里・村も同じ

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 10時間 10時間前 
天皇が朝鮮から来たことが明らかになると非常に困るのが、万世一系説を強要してき

た平泉澄の皇国史観であり平田国学信奉者たちだ

　この権威に怯えてか、極右の攻撃に怯えてか、歴史上、もはや揺るぎのない朝鮮渡

来説を真正面から取り上げない史学者たち

あの武田邦彦でさえ逃げてる真の朝鮮史

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 10時間 10時間前 
700年代はじめの奈良市にあった平城京から朝鮮由来、陶製双六出土
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150522-00000006-mai-soci.view-000&pos=3 …
朝鮮から集団渡来があったのは最低二回、出雲に上陸した弓月君と若狭に上陸した百

済武寧王の子孫

これが継体天皇で現、天皇の直接の祖先とされる集団で、朝鮮渡来である事実が鮮明

史実だとは思うが、何故そんなにシツコク熱心に、叩きたがるのかなぁ…★

https://www.youtube.com/watch?v=zZwivmrTt28
三枝成彰：交響組曲「Zガンダム」第２楽章「戦争と平和」

Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 
「ロスチャイルド・シオニズム」——パレスティナで繰り広げられている組織的な民

族抹殺計画　http://bit.ly/1yUJBjn

amaちゃんださんがリツイート 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150522-00000006-mai-soci.view-000&pos=3
https://www.youtube.com/watch?v=zZwivmrTt28
http://bit.ly/1yUJBjn


S·TAKASHIMA @1691S 
· 23時間 23時間前 
@iwakamiyasumi アベ君。私は恥ずかしい。高校生のキミに歴史を教えたのは私だ。
キミの歴史への無知は私にも責任がある。今にして思う。歴史と社会の成績に落第点

をつけて、留年させておくべきだった··· http://article9.jp/wordpress/?p=4899 …（澤藤
統一郎弁護士）

激しく同意…。

https://www.youtube.com/watch?v=_IXVLrzmOlo
三枝成彰：交響組曲「Zガンダム」第６楽章「ニュータイプ」
 

http://article9.jp/wordpress/?p=4899
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（５月22日）　「泣き虫」は、「アイリス」だったのか…！

http://85358.diarynote.jp/201505222318236618/

「４．地球統一。」

2015年5月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

さてと。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
これの続きで、本日の作業お題がこれ ↑ なので、ネタが似ているらしい（観てない！）『ターン
Aガンダム』とやらをＢＧＭにお借りしようと思ったのですが、何故かＶとかＺとかが検索に引っ
かかって来ます…
（＾＾；）ま、いっか…☆

あ、あった…☆
https://www.youtube.com/watch?v=SKaZcHT3brM
∀ガンダム OP & ED (GUNDAM 30th ANNIVERSARY CD06) 
いや（＾＾；）…
あまり好みの音楽じゃなさそうなので、

「選曲放浪」しながらやります…

https://www.youtube.com/watch?v=5H2c0qVyOVc
臼澤みさき／故郷 〜Blue Sky Homeland〜 

https://www.youtube.com/watch?v=_5HIkdKogqI
Keepman Homing official video 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

３．最終戦争　　　　地球人類が自らの愚かさで母星の生態系を滅ぼす。

３－１．黄昏童話　　世界大戦が終わり数十年。次の嵐が近づいていた。

http://85358.diarynote.jp/201505222318236618/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505222318236618/
http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
https://www.youtube.com/watch?v=SKaZcHT3brM
https://www.youtube.com/watch?v=5H2c0qVyOVc
https://www.youtube.com/watch?v=_5HIkdKogqI


３－２．天災人災　　地球に巨大隕石接近。食い止められ第二の月となる。

３－３．宇宙開拓　　第二の月の占有を宣言した能力者集団アルバトーレ。

３－４．地球騒乱　　宇宙政策を巡り各国の思惑が乱れ、争いが始まる。

３－５．宇宙独立　　コロニスツ独立宣言。地上の「強制停戦監視」開始。

３－６．宇宙避難　　宇宙自費移民者の大量発生。「貧民総救済」計画始動。

３－７．惑星移民　　月遺跡の発掘開始。火星金星木星圏への移民計画始動。

３－８．地球汚染　　地表の汚染と海没の深刻化。貧民救済による居住地不足。

３－９．最終戦争　　外宇宙移民計画の強制起動。世論分裂。実力行使。

３－10．人狼伝説　　地球から「逃げ遅れた」人々の最期の日々の物語。

https://www.youtube.com/watch?v=J2Ya8mWfulU
清水 翔太　『HOME』

４．地球統一　　　　死滅した地球に人類と生態系が再生する。

４－１．人類逃散　　ゲフィオンの脅迫により全人類の大半が地球を離れた。

４－２．人類残存　　逃げ遅れた人、避難を拒否した人が、シェルターに残る。

４－３．人類復興　　地底や衛星から危険を冒し地表に戻り始める人々。

４－４．人類衝突　　限られた資源と生存可能圏を奪い合い、相争う人々。

４－５．人類停滞　　病に侵され短命に尽きていく人命。安定しない政権。

４－６．群雄割拠　　断続的な交流と交戦を繰り返しながら生き延びる人類。

４－７．諸国時代　　人々が囁く夢「地球統一」政府の成立。

４－８．女神再臨　　泣き虫リースマリアルが、人類の悲願を前進させる。

４－９．地球統一　　地球統一政府承認をめぐる選挙と暗闘、民族紛争。

４－10．巫女降嫁　　東の巫女王サエム・ラン、西の平民に降嫁する。

https://www.youtube.com/watch?v=egDDSTb5TS4
Within Temptation - [Full Album] (Mother Earth) + 5 Bonus Tracks HD Sound

７．星雲政史　　リステラス星雲圏における人類統一政体の興亡。

７－１．星人来訪　　サエム・ランの難産を異星人が救命。地球政府成立。

７－２．気波異能　　リスタルラーナ・地球・ジーストの文化的衝突と停滞。

https://www.youtube.com/watch?v=J2Ya8mWfulU
https://www.youtube.com/watch?v=egDDSTb5TS4


７－３．三国統一　　《リス・テラ・ズ》統一。

７－４．汎界協商　　星雲統一政体と認定され、《汎界協商》への加盟承認。

７－５．管理抗争　　自発出産の激減による人口管理社会の固定化。

７－６．二圏分裂　　遺伝子階級社会と実力個人主義社会の分裂対立。

７－７．外界流出　　抗争と停滞を嫌う自由人が外宇宙へ逃げ出す。

７－８．銀河寸断　　減り続ける中央人口。途絶える流通と社会資本。

７－９．地球消滅　　恒星系管理ミスによる地球消滅。星雲政府の実質解体。

７－10．星海女王 　　公的交通の絶えた宇宙を自由業者が支配する。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日23:22
「リーシェンソルト」＝エル。（＾＾；）

「マリアン・ド・リーム」＝エイリス。

んで。

「泣き虫」は、「アイリス」だったのか…！

…！（＾◇＾；）！…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日23:46
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 4 時間 4 時間前 
動機はどうあれシャーロックは社会の役に立っている。君は原稿ができなければ何の役にも立た

ないぞ。原稿を作りたまえ。
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（５月22日）　むしろシュメール語の　キスキル・リラ　 (kiskil-lilla)。

http://85358.diarynote.jp/201505230008545940/

【創作神話】関連＋参照魚な、めもめも...。（＾＾；）

2015年5月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

これのコメント欄がすごいことになっちゃったので、

http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/
ちょっと転記して見つけやすくしておく。

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日21:44

Ａリスと

Ｉリスを

統合させて、

余った切れっ端が、

切木リス。

ってかいッ(-"-;)

とりあえずサキが

「子どもを産まなくちゃ」の、

強迫観念の理由は、

「エイリスとアイリスの統合体の器」が要るから。…ね…
…(^_^;)…
そりゃ確かにトンデモナイ大容量になるから、そんじょそこらの種じゃだめだろう

けど…
ヽ（・＿・；）ノ

…なぜ、小学生の頃からずっと謎だった部分が、コロコロ勝手に辻褄合わさっちゃう
かな…
(・ω・;)(;・ω・)
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505230008545940/
http://85358.diarynote.jp/201505211120479213/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月21日22:04

…記憶を辿ると、ソレル女史（＝エイリス）の従兄は、ちゃっかりジョゼだったりす
るし…
┐(’〜`；)┌
…リスタルラーナ総裁とは、ずいぶん出世したなぁニョゼ！ｗ
♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月22日1:07

そんで私はヒラニアガルパだったのか？(‾○‾;)
統合後の名前は、

イリスなのか

リリスなのか？(‾○‾;)
そんで雪ダルマ式に転生太り？して、

そのままワァガマンマに成り上がる。(・_・;)
…というオチが見えました…
。。。(〃_ _)σ‖

※「ヒラニア・ガルパ」

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411920289

初めに水ありき。

天地開闢の時、原初の水は苦行をし、その熱によりてヒラニア・ガルバ（黄金の胎児

）生まれたり。

水に孕まれたるヒラニア・ガルバは、一年ののち創造神ブリハス・パティとなれり。

更なる一年の過ぎたる時、ブリハス・パティは自ら語らんとして「ブール」と言い、

そは直ちに大地となれり。

ブリハス・パティは自ら語らんとして「ブヴァハ」と言い、そは空界となれり。

ブリハス・パティは自ら語らんとして「スヴァル」と言い、そは天界となれり。

このようにして、ブリハス・パティは、季節と子孫の神々を、そして、邪なる者ども

を創造せり。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411920289


原人プルシャは千の頭、千の眼、千の足を持ち、広く大地を被いたり。

神々は、プルシャを生け贄として祭祀を執り行い、そによりて家畜の生まれたり。

更に意（心）から月が、目から太陽が、口から雷神インドラと火神アグニが、気息か

ら風が、臍からは空界が、頭からは天界が、

両足からは大地が、そして耳から方位の生まれたり。

神々はまた、原人プルシャの体を分かちたり。

その口はバラモン（祭官）に、両腕はクシャトリア（王族）に、両腿はヴァイシャ（

庶民）に、両足はシュードラ（隷民）となれり。

◆インドで最古の創世神話は、バラモン教の一大叙事詩『リグ・ヴェーダ』に収めら

れているヒラニア・ガルバの讃歌です。

一字一句を記憶しているわけではないので、上述の詩は再現というには程遠いもので

すが、概要についてはネット上のサイトで確認済みです。

【創世神話の流れ】

原初の水 → 苦行（熱の発生） → 黄金の胎児の誕生 → 創造神の誕生 →地界と空界と天
界の誕生 → 
神々（デーヴァ）の誕生、邪なる者（アスラ）の誕生 →
神々による祭祀（原人の犠牲） → 家畜、月、太陽、雷、火、風、空、天、大地、方位
の誕生

神々による祭祀（原人の犠牲） → バラモン、クシャトリア、ヴァイシャ、シュードラ
の誕生

【お勧めの本】

『リグ・ヴェーダ讃歌／辻直四郎 訳』 岩波書店

※「インド神話」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E7%A5%9E%E8%A9%B1

ヴェーダ神話の初期においては、神々はデーヴァ神族とアスラ神族とに分類されて

いる。デーヴァは現世利益を司る神々とされ、人々から祭祀を受け、それと引き換え

に恩恵をもたらす存在とされた。代表的なデーヴァは雷神インドラであり、実に『

リグ・ヴェーダ』全讃歌の4分の1が彼を讃えるものである。

一方アスラは倫理と宇宙の法を司る神々で、恐るべき神通力と幻術を用いて人々に賞

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E7%A5%9E%E8%A9%B1


罰を下す者として畏怖された。代表的な神はヴァルナである。アスラは『リグ・ヴェ

ーダ』初期においては必ずしも悪い意味で用いられなかったが、デーヴァ信仰が盛ん

になるにつれて信仰が衰えていった。さらに、ヴァルナをはじめ有力なアスラ神がデ

ーヴァとされるようになり、遂に『リグ・ヴェーダ』の中でも末期に成立した部分で

は神々に敵対する悪魔を指すようになった。

一方イラン神話においては、アスラに対応するアフラがゾロアスター教の最高神ア

フラ・マズダーとなり、デーヴァにあたるダエーワが悪魔の地位に落とされている。

『リグ・ヴェーダ』にはまた、若干の創造神話が見られる。創造神ブリハスパテ

ィ（Brahmanaspati）やヴィシュヴァカルマンによる万物創造を説く讃歌の他、創造神
がヒラニヤ・ガルバ（黄金の胎児）として原初の水の中にはらまれて出現したとす

る説、神々が原人プルシャを犠牲として祭祀を行い世界を形成したという巨人解体神

話などが説かれている。

※「イリス」（アイリス）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9

イリス

虹 Ίρις, Iris
イーリス Ίρις, Iris - ギリシャ神話の虹の女神。
生物 アヤメ属（イリス属） Iris - 植物・花。
イリス属 Iris - カマキリ。

地名 エーリス Elis - 古代ギリシャの都市・地域。
イリア県 Elia, Elis - ギリシャの県。
イリス川 Iris River - トルコの川（トルコ語名 Yeşilırmak）。
イリス (ルーマニア) Iris - ルーマニアクルージュ＝ナポカの地域。
ヒリス Hilis, Ilis - ナゴルノ・カラバフの村。

人物。フランス語・ドイツ語・スペイン語などの女性名 Iris ほか。 イリス・ウォン - 香
港の女優・モデル (1975–)
松尾香世子（イリス） - 日本の声楽科・ソプラノ歌手。

イリス (小惑星) Iris - 第7小惑星。
イリスバス Irisbus - フランスのバスメーカー。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9


Iris - ヨーロッパの国際列車。
あやめ色 Iris

…しまった、ごめん！（＠＠；）！

ニョゼの初恋の？「すみれ色」って…

結局、「私」…？？（＾□＾；）？？…

IRIS (アイリス、イーリス)
大学間地震学研究所連合 (Incorporated Research Institutions for Seismology) - アメリカ
の学術NPO。
免疫再構築症候群 (immune reconstitution inflammatory syndrome)
IRIS炉 (International Reactor Innovative and Secure) - ウェスティングハウス社を中心
とした国際コンソーシアムが開発した原子炉。

IRISエンジン (Internally Radiating Impulse Structure engine) - 内燃機関の一種。
IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail / Thrust Vector-Controlled) - ドイツが主体となっ
て開発した空対空ミサイル。

国際関係戦略研究所 (Institut de relations internationales et stratégiques) - フランスの研
究所。

IRIS衛星 (Interface Region Imaging Spectrograph) - NASAの太陽観測衛星。

う〜む…。（－－；）…

※「リリス」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%82%B9

リリス（Lilith）はユダヤの伝承において男児を害すると信じられていた女性の悪霊で
ある。リリトとも表記される。通俗語源説では「夜」を意味するヘブライ語のラ

イラー (Lailah) と結びつけられるが、古代バビロニアのリリトゥ（後述）が語源とも言
われる[1]。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%82%B9


…むしろエルじゃねーか…ｗ

アダムの最初の妻とされ、アダムとリリスの交わりから悪霊たちが生まれたと言われ

る[4]。そのリリスの子どもたちはヘブライ語でリリンとも呼ばれる[5]。アダムと別れ
てからもリリスは無数の悪霊たち（シェディム（英語版））を生み出したとされ、13
世紀のカバラ文献では悪霊の君主であるサマエルの伴侶とされた（後述）。サタンの

妻になったという俗説もある[6]。

現代ではリリスは女性解放運動の象徴の一つとなっている。

この説を採用するなら、狼さんがアダム？で、

白熊さんは悪霊の君主ということに…ｗｗｗｗ

＞記憶を辿ると、ソレル女史（＝エイリス）の従兄は、ちゃっかりジョゼだった

http://76519.diarynote.jp/200702140125260000/
http://76519.diarynote.jp/200701120025240000/
http://76519.diarynote.jp/200701170050410000/

…ふ、古すぎて笑い死んだ…ッｗｗｗｗ
http://76519.diarynote.jp/200612220027470000/
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日0:14
※「ヒリス Hilis, Ilis - ナゴルノ・カラバフの村。」

これ、ちょうど「麦の谷」の位置じゃないか…？

http://76519.diarynote.jp/200702140125260000/
http://76519.diarynote.jp/200701120025240000/
http://76519.diarynote.jp/200701170050410000/
http://76519.diarynote.jp/200612220027470000/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


ｗ（＾へ＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日0:28
えーと。（＾＾；）

時間切れ。明日はバイト。

【アイリス＆エイリス】な赤ちゃんは灰銀狼神さんが大喜びして、

「もう絶対誰にも渡さない！」と断固独占体制に入りました…ｗ

で、トーストな話の続きは明日書きます…覚えてたら。ｗ

あと夢がね。さっきのね。

「護衛の皆さんに裏切られて一人で敵に売り飛ばされちゃった！」

以下次号…

だったので…（＾＾；）…

寝ます。「続き」を視てきます…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日0:30
語源[編集]

ヘブライ語のリーリース ( תיליל ) とアッカド語のリーリートゥ (līlītu) は先セム語の語根 "LYL"（夜）
からきた女性形ニスバ en:nisba 形容詞であり、字義的には「夜の」つまり「夜の女性的存在」に
なる、と一般的に言われている。

しかし何人かの学者は語根LYLをもとにした語源論を否定し、リーリートゥの起源は嵐の妖怪で
ある、と考えた（下記参照）。この説は彼らによって引用されている楔形文字文書によっても裏

付けられている。「夜」との関連は、おそらく初期の民間語源説によるものだろう。

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


対応するアッカド語の男性名詞リールー (līlû) にはニスバ接辞が存在せず、むしろシュメール語の
キスキル・リラ (kiskil-lilla) と比較されている。

アッカド神話[編集]

キスキル・リラ[編集]

リリスは、シュメール語の『ギルガメシュ叙事詩』序に見える女性の妖怪 キ-シキル-リル-ラ-ケ ki-
sikil-lil-la-ke4 と同一視されてきた。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日0:35
あれ？||||（＾＾；）||||

この風は、神々の王エンリルの妻であるニンリル（「風の女」。nin 「女性」と lil「風」より）と
関連づけられている。ある神話の断片によれば、エンリルがニンリルを強姦し、その罰として彼

はエレシュキガルの領地である冥界へと追放された。ニンリルは強姦のトラウマに苦しめられ、

世界を放浪したのち、エンリルを追って冥界へ降り、男性への復讐を誓った。[7]
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505230046475987/

（承前）

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作）
　

あれ？（＾＾；）

※「エル」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB

エル・イルーヴァタール - J・R・R・トールキンの作品『シルマリルの物語』や遺稿
集『中つ国の歴史』に登場する唯一神

イルーヴァタール。って、限りなく、

アルーヴァタウーレ。に、似てない…？

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201505230046475987/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB


！（＠＠；）！|

※「エル」＝「神」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB_(%E7%A5%9E)

…わたし絶対、イスラム圏には移住できないな…☆

旧約聖書にもエール・エルヨーン（いと高き者）、エール・オーラーム（永遠の神）

などの名が現れるが、実際にはほとんどヤハウェの異名として用いられている。

あっ！ユダヤ教とキリスト教圏もだめじゃん…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM&list=RDyLnw-TVim5Q&index=5
 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB_
https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM&list=RDyLnw-TVim5Q&index=5


（５月23日）　これは転生数十回がかり？の、相当大がかりなプロジェクト？だった
わけで…

http://85358.diarynote.jp/201505230841565483/

白昼夢とナイトメア。（昨日の話）。

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

おはようございます。

０８：０８の字幕を観ました。

今日は運が良いかもしれません。

「気分で検索ルーレット」で当てた曲がこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=l0qWjHP1GQc
Against The Current – “Dreaming Alone (feat. Taka)” [日本語字幕付きver.] 

おぉ！（＠＠；）！ドンピシャリ…♪

さて。（＾＾；）

気分が良いところで昨日書き忘れた話を簡単に…。

☆リステラス統一政体期の終盤近く。当時最高級の科学技術力の限りを尽くして、頭蓋が半分千

切れちゃったエイリスの脳と命を再生しようとしたエル、結局失敗。

失われたエイリスの代わりに再生体に宿ってしまった新しい人格にはアイリスという名前がつ

いて、そのまま「同じだったはずなのに２つに別れた魂」はそれぞれ転生を繰り返したわけで

すが…

https://www.youtube.com/watch?v=bGl-qK6EiqM
Dream / 「こんなにも」 （Lyric Video） 

☆その後、自分も転生を繰り返して、前世記憶をそのまま保持できる霊的レベル（そろそろ神！

）にまで深化したエルさん。（＾＾；）

今度は霊的パワーを大全開にして、

「エイリスとアイリスの魂をつなぎなおす」にチャレンジ…

http://85358.diarynote.jp/201505230841565483/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505230841565483/
https://www.youtube.com/watch?v=l0qWjHP1GQc
https://www.youtube.com/watch?v=bGl-qK6EiqM


https://www.youtube.com/watch?v=q7qgfA6u_Ok
Dream / 希望の光 〜奇跡を信じて〜 

（昆明？の地中神殿？で嬉しそうに自信満々に眠ってたのは、それ作業中だったらしいです…。
）

新しい大きな魂の器として「サキ・ラン＝アークタスの娘」まで手配されてるんで、これは転生

数十回がかり？の、相当大がかりなプロジェクト？だったわけで…

…まったく、ｗ（－－；）ｗ　エルってば…★

で。成功した（らしい）わけですが…

「分かれてしまった以上は、それぞれ別の人格（霊格）として扱え」というのが基本スタンスだ

ったエイリス（私）は、とうぜん

「あとで文句言ってやる！」（－－＃）と思っていたわけですが…

（＾＾；）

ふだんは「理詰め説得」派で、エイリスの超理論に負かされては泣きを見ている（＾＾；）エル

なので、これは絶対、ニョゼさんの入れ知恵だろうと思うのですが…（あの二人は仲が良いのか
悪いのか判らない！）

「美味しく焼けた塩味強めのバタートーストに、

　美味しい自家製イチゴジャムをいっぱい塗ったら、

　もっと幸せな一品になるじゃないですか！」という、

超絶、「理性よりも感性に訴える」説得イメージを提示してきやがりまして…

…ｗ（＾◇＾＃）ｗ…

ずるいだろうそれは！（＾□＾；）！

確かに「それぞれの人格のどっちも否定されてない」し、…幸せ威力倍増…？
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=q7qgfA6u_Ok


んで。（＾＾；）

子育て灰銀狼神サマは大喜びなので…

（エル曰く

「奪りませんよッ！おやつをつくってあげるくらいいいでしょう！あなたの分もありますよッ！

」

…で…「餌付け」作戦中…ｗｗｗ）

まぁ、みんな幸せで「美味しい想い」をしているなら、それでいいです。

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

エルがクロテッドクリームになってトーストのお皿に参加したいと言ってますけど、

どっちかってと私はカッテージチーズのほうが好きだなぁ…

白熊さん飾りのミントの葉っぱねｗ

狼さんアールグレイのブラックってことで…ｗｗｗ

（ってことで、私は無事、「死んだ後／生まれる前に還る場所」の、居心地の良さを再確保でき

たんでした…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=y43R9iA1n3Q
劇場版ガンダムⅢ　エンディング

（時間切れ。悪夢？のほうはまたあとで！）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日15:06
ニョゼ曰く。

「超絶八方美人で究極ソトヅラ神様なエルが全力でイジメるのは全宇宙で白熊と狼と虎さん

だけ！」だそうなので…
(^。^;)

言われてみればそうかｗ

いや、本虎さんが「いじめられて嬉しい」んなら、別に文句は言わないｗ

┐(’〜`；)┌
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505230905191334/

「人の意志が集中し過ぎて、オーバーロードしているのか！」

2015年5月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!コメント (1)
 
 
（承前）時間まで情報チェックだけします…。
https://www.youtube.com/watch?v=ZHJRjf9n9LA
機動戦士ｶﾞﾝﾀﾞﾑⅢ　ETERNALWIND〜めぐりあい宇宙編／特別版〜 

６月８日（５１歳の誕生日）に「私は死ぬ」のかな？

という予兆？のような予告？のような現象も散見されるのですが…
 
amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii 
· 10時間 10時間前 
2014年03月16日
茨城

私たち家族の体調変化

主人

http://85358.diarynote.jp/201505230905191334/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505230905191334/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHJRjf9n9LA


主人

血圧上昇で今朝は215－115となり
心臓がバクバク脈打つ⇒救急車で緊急搬送

子供

今年1月に酷い鼻血
2月就寝中に寝具が汚れるほど鼻から出血

私

日中に酷い眠気、体の重さを感じる頻度が高く

移住を考え始めました

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日15:23
死ぬほど眠い。

腎臓がたるい。

空気が金け味。(-_-#)
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（５月23日）　でも私の認識だと、そもそも「昔はエルと一つだった」んだよ。おば
えてないけど。

http://85358.diarynote.jp/201505231020347974/

９．未然歴史。

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
１−１．光あれ。

初めにエルありき。

思考して孤独を感じ、

対話の相手を生み出しき。

小さきエル、

エルイスと名付く。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日10:35
他の者はこれを

リ・イス・ラ・エルと尊称す。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日14:50
エル本人？が「違う〜ッ☆」と叫んでいるので、創作というか、仮説です。(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日14:57
でも私の認識だと、そもそも

「昔はエルと一つだった」んだよ。おばえてないけど。

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


これは戻さなくていいのか？

(・ω・;)(;・ω・)

エイリスと、

アイリスは、

ウイルス的な

不自然な半分個

（自己複製できない）って…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日17:48
…目〜が〜回〜る〜…
ヽ(ΘoΘ;)ノ

低酸素の高血圧かな…？
(∋_∈)
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（５月23日）　何のために生きているのかは判る。

http://85358.diarynote.jp/201505232241596251/

話や絵がまとまらない？　それらをまとめて形にするのが君の役

目ではないのかね。愚痴を言う時間があるならば、手を動かした

まえ、

2015年5月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

へい。（－－；）

https://twitter.com/mycroft_genko

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A&list=RDyLnw-TVim5Q&index=6
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版

＞何のために生きているのかは判る。

これ。かな…（＾＾；）…

５．暗闘連星　　　　傷ついた航時空船団が二連星に不時着する。

５－１．双生神話　　双子星に別れた人々は連絡手段も失いそれぞれ生きる。

５－２．入植者達　　ジーストとアンガヴァス、それぞれの開拓時代。

５－３．星間紛争　　電波による交信。原始的な星船での行き来が始まる。

５－４．殲滅戦道　　あい争う双子星。婚姻と争闘。

５－５．厳冬種実　　一つの星が核で滅ぶ。喉に赤い痣の子どもが生き残る。

５－６．人畜鬼神　　精神の力で物を動かし宙を跳ぶ人々、鬼と呼ばれる。

５－７．人類逆襲　　虐げられた力なき人々が、科学の力で鬼と闘う。

５－８．帝国圧政　　鬼を捕え使役する技術力を持つ人々、権力を握る。

５－９．破壊者達　　奴隷として使役された鬼たち、星間帝国に抗う。

５－10．外界接触　　星船時代の生き別れと目される人々との再会。

６．美麗天地　　　　美しい星が過失により失われ、宇宙に拡がる。

６－１．先史時代　　失われた超文明。今は誰のすがたもない都市群。

http://85358.diarynote.jp/201505232241596251/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505232241596251/
https://twitter.com/mycroft_genko
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A&list=RDyLnw-TVim5Q&index=6


６－２．星船座礁　　傷ついた航時空船が居住可能惑星に墜落する。

６－３．碧葉王国　　先住生物ユヴァの猿族、墜ちた人々に食草を教える。

６－４．多島海史　　増え拡がる人々との争いを避け、ユヴァは遠地に消える。

６－５．自由戦乱　　境海を橋で埋め、領土の奪い合いが始まる。

６－６．帝国統一　　ゆるやかに帝国が覇権を拡げ、静かに統一が進む。

６－７．単性両性　　帝国はユヴァとの混血子孫である人々を厚遇保存した。

６－８．星船発掘　　失われた星船が発掘された。人類は文化復興を歓んだ。

６－９．崩壊発展　　押してはならないボタンが押され、地表は荒野となった。

６－10．星間連盟　　星船が星々を改造し、無数の居住可能惑星が広がる。

https://www.youtube.com/watch?v=yucmWVBlpVc
野生のｴﾙｻﾞ :ｼﾞｮﾝ·ﾊﾞﾘｰ / BORN FREE :John Barry 

なんかまた怪しい突風が吹き乱れているよ…
（－－；）

どんどん空気が悪くなる…水は、さらに酷い。
 

あははははｗ

「再生された私」か、これは…？

https://www.youtube.com/watch?v=OjTwxl_WkN8
アフリカの野生動物に育てられた女の子の眼差しと笑顔にグッと来る 

https://www.youtube.com/watch?v=w8iqDn02XCg
Tippi, la fillette qui joue avec les léopards 

野生といいつつテレビはあるんだｗ

うわ理想〜♪ｗｗｗｗｗ

…でも「人間の同い年のトモダチ」が居ないねぇ…（〜〜；）…

居た居た、友達！（＾＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=yucmWVBlpVc
https://www.youtube.com/watch?v=OjTwxl_WkN8
https://www.youtube.com/watch?v=w8iqDn02XCg


なんてすてきな褐色♪

…なるほど、エジプト文明の初期の髪型って、こんなんか…☆
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日22:56
「ユヴァの猿族」は、

まさにこんなスローライフを（自ら選んで）「持続可能」にしている、

「滅びた先史文明からの脱出者」たち。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日23:06
火山たん @volcano_tan 
· 13時間 13時間前 
【火山紹介】中南米のフランス領にあるプレー山って火山は、かつて大きな被害をもたらす噴火

を起こしているんだ。1902年の噴火で爆発と共に噴出した火砕流が麓のサン・ピエールの町を
襲い、幸運な3人を除いて街の住民約3万人が亡くなったんだ。ここから火砕流の科学的な研究は
始まるんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日23:50
Lightworker @Lightworker19 
· 40 分 40 分前 
複数のタイムラインが同時に存在します。これは量子力学や宇宙論的などのアイデアと一致して

います。過去は既に過ぎ去ってしまったと思うでしょうが、同時に過去も存在しています。１つ

のタイムラインだけを扱って未来を予知することは全く不可能です。http://bit.ly/1bDkia5

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

2015年5月23日23:51
Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
あなたの霊的探求の道は、あなたが自分自身の力を思い出し、それを取り戻すところから始まる

のである。自分自身の力を取り戻さないかぎり、あなたは人生における被害者であり続け、うま

く機能することはできない。また自分自身の力を取り戻さないかぎり、あなたは愛することさえ

できない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月23日23:52
へい。（＾＾；）

「わたし」の本質は、

「最高にうまく焼けた、バターたっぷりの、カリカリトースト」らしいです…ｗｗｗｗ
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（５月24日）　灰色姫。

http://85358.diarynote.jp/201505240026262130/

何をしているんだ……。原稿を書きたまえ。
2015年5月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=ds7KNZcux4o
HENRY MANCINI　AFRICAN SYMPHONY アフリカン・シンフォニー 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地の東の飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代　　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

０－２．転生司神　　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

０－３．新神推挙　　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

０－４．姉神世界　　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

０－５．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

０－６．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

０－７．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

０－８．邪恋乱心　　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

０－９．大地蹂躙　　妹が兄を停めた。兄の軍が妹の世界を襲った。

０－10．境界封鎖　　上神レリナルが調停した。四界の壁は閉ざされた。

１．水滴大陸

１－１．創世神話　　水の子らヤツリーダムはこのように嘆き歌う。

１－２．山野渓谷　　海から上がりて沼に拡がる。山から下りて谷に拡がる。

１－３．大陸隆起　　激しい地震が幾度も起こり、沼沢小島は大陸となる。

１－４．諸国興亡　　人間が増え、壁を築いた。相争う時代が続いた。

１－５．帝国版図　　一人の王が諸国を平らげ、大王国の帝と号す。

１－６．反逆蜂起　　三身の法を唱える者たちが暴政に逆らった。

１－７．四民平等　　身分の差のない穏やかな国が北方山脈に築かれた。

http://85358.diarynote.jp/201505240026262130/
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https://www.youtube.com/watch?v=ds7KNZcux4o


１－８．平穏繁栄　　帝都と田園と山岳民は協和し栄えた。

１－９．子孫放浪　　天から悪鬼が降って来た。

１－10．七彩支族　　大陸は滅び、星の上の流浪が始まる。

２．大地世界

２－１．大地開闢　　大地女神マライアヌディアはこのように世界を始めた。

２－２．侵襲蹂躙　　大地世界は暗洞界軍に蹂躙された。

２－３．女神娘人　　女神は眠りにつき、女神の娘が統治を引き継いだ。

２－４．拡散疎遠　　人間たちは拡がり移り住み、次第に互いのことを忘れた。

２－５．女神尊孫　　女神の尊き孫娘が、大地をひとつにつなぎなおした。

２－６．白都時代　　女神の尊き孫娘が、大地にひとつの都を築いた。

２－７．二皇分都　　血の尊さを争って、都の皇家が２都に別れた。

２－８．皇女戦記　　大地に再び暗洞界が襲いきた。皇女がこれを迎え撃つ。

２－９．暗洞界史　　四界の壁が綻びる。

２－10．大地終末　　大地の世界はついに滅んだ。

３．最終戦争　　　　地球人類が自らの愚かさで母星の生態系を滅ぼす。

３－１．黄昏童話　　世界大戦が終わり数十年。次の嵐が近づいていた。

３－２．天災人災　　地球に巨大隕石接近。食い止められ第二の月となる。

３－３．宇宙開拓　　第二の月の占有を宣言した能力者集団アルバトーレ。

３－４．地球騒乱　　宇宙政策を巡り各国の思惑が乱れ、争いが始まる。

３－５．宇宙独立　　コロニスツ独立宣言。地上の「強制停戦監視」開始。

３－６．宇宙避難　　宇宙自費移民者の大量発生。「貧民総救済」計画始動。

３－７．惑星移民　　月遺跡の発掘開始。火星金星木星圏への移民計画始動。

３－８．地球汚染　　地表の汚染と海没の深刻化。貧民救済による居住地不足。

３－９．最終戦争　　外宇宙移民計画の強制起動。世論分裂。実力行使。

３－10．人狼伝説　　地球から「逃げ遅れた」人々の最期の日々の物語。

４．地球統一　　　　死滅した地球に人類と生態系が再生する。

４－１．人類逃散　　ゲフィオンの脅迫により全人類の大半が地球を離れた。

４－２．人類残存　　逃げ遅れた人、避難を拒否した人が、シェルターに残る。

４－３．人類復興　　地底や衛星から危険を冒し地表に戻り始める人々。

４－４．人類衝突　　限られた資源と生存可能圏を奪い合い、相争う人々。

４－５．人類停滞　　病に侵され短命に尽きていく人命。安定しない政権。

４－６．群雄割拠　　断続的な交流と交戦を繰り返しながら生き延びる人類。

４－７．諸国時代　　人々が囁く夢「地球統一」政府の成立。

４－８．女神再臨　　泣き虫リースマリアルが、人類の悲願を前進させる。



４－９．地球統一　　地球統一政府承認をめぐる選挙と暗闘、民族紛争。

４－10．巫女降嫁　　東の巫女王サエム・ラン、西の平民に降嫁する。 

５．暗闘連星　　　　傷ついた航時空船団が二連星に不時着する。

５－１．双生神話　　双子星に別れた人々は連絡手段も失いそれぞれ生きる。

５－２．入植者達　　ジーストとアンガヴァス、それぞれの開拓時代。

５－３．星間紛争　　電波による交信。原始的な星船での行き来が始まる。

５－４．殲滅戦道　　あい争う双子星。婚姻と争闘。

５－５．厳冬種実　　一つの星が核で滅ぶ。喉に赤い痣の子どもが生き残る。

５－６．人畜鬼神　　精神の力で物を動かし宙を跳ぶ人々、鬼と呼ばれる。

５－７．人類逆襲　　虐げられた力なき人々が、科学の力で鬼と闘う。

５－８．帝国圧政　　鬼を捕え使役する技術力を持つ人々、権力を握る。

５－９．破壊者達　　奴隷として使役された鬼たち、星間帝国に抗う。

５－10．外界接触　　星船時代の生き別れと目される人々との再会。

６．美麗天地　　　　美しい星が過失により失われ、宇宙に拡がる。

６－１．先史時代　　失われた超文明。今は誰のすがたもない都市群。

６－２．星船座礁　　傷ついた航時空船が居住可能惑星に墜落する。

６－３．碧葉王国　　先住生物ユヴァの猿族、墜ちた人々に食草を教える。

６－４．多島海史　　増え拡がる人々との争いを避け、ユヴァは遠地に消える。

６－５．自由戦乱　　境海を橋で埋め、領土の奪い合いが始まる。

６－６．帝国統一　　ゆるやかに帝国が覇権を拡げ、静かに統一が進む。

６－７．単性両性　　帝国はユヴァとの混血子孫である人々を厚遇保存した。

６－８．星船発掘　　失われた星船が発掘された。人類は文化復興を歓んだ。

６－９．崩壊発展　　押してはならないボタンが押され、地表は荒野となった。

６－10．星間連盟　　星船が星々を改造し、無数の居住可能惑星が広がる。 

７．星雲政史　　リステラス星雲圏における人類統一政体の興亡。

７－１．星人来訪　　サエム・ランの難産を異星人が救命。地球政府成立。

７－２．気波異能　　リスタルラーナ・地球・ジーストの文化的衝突と停滞。

７－３．三国統一　　《リス・テラ・ズ》統一。

７－４．汎界協商　　星雲統一政体と認定され、《汎界協商》への加盟承認。

７－５．管理抗争　　自発出産の激減による人口管理社会の固定化。

７－６．二圏分裂　　遺伝子階級社会と実力個人主義社会の分裂対立。

７－７．外界流出　　抗争と停滞を嫌う自由人が外宇宙へ逃げ出す。

７－８．銀河寸断　　減り続ける中央人口。途絶える流通と社会資本。

７－９．地球消滅　　恒星系管理ミスによる地球消滅。星雲政府の実質解体。



７－10．星海女王 　　公的交通の絶えた宇宙を自由業者が支配する。

∞．始原終末
∞－１．最高学府
∞－２．統合学都
∞－３．独立自足
∞－４．学究研鑽
∞－５．生存競争
∞－６．鑑賞観察
∞－７．技芸娯楽
∞－８．交流混乱
∞－９．調停会議
∞－10．超界航法

９．（いまだみえざる物語）

９－１．

９－２．

９－３．

９－４．

９－５．

９－６．

９－７．

９－８．

９－９．

９－10．

Ｘ．転生リポート

Ｘ－１．黒百合譚

Ｘ－２．清峰鋭伝

Ｘ－３．光玉少女

Ｘ－４．黄金虎神

Ｘ－５．雪色狼人

Ｘ－６．灰色少年

Ｘ－７．銀月女神

Ｘ－８．転生列伝

Ｘ－９．霊界人海

Ｘ－10．諸神諸仙



https://www.youtube.com/watch?v=HHNEhT2Ckck
星めぐりの歌

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日0:27
ご飯食べて

漫画読んで？

寝ま〜す…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月25日1:42
９．「私小説」

灰色姫

https://www.youtube.com/watch?v=HHNEhT2Ckck
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（５月24日）　「埋もれた神話」を発掘作業中…☆

http://85358.diarynote.jp/201505240851264728/

服を着て、原稿を書きなさい。

2015年5月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=FuvWc3ToDHg
BEACH HOUSE - "MYTH" (OFFICIAL TRACK) 

T. HIRANOさんがリツイート 
黒澤明「生きる」言葉 @AkiraK_Bot 
· 5 時間 5 時間前 
良いアイデアは、追い詰まった時　生まれるものだ「人間は弱い物だからね、平穏無

事に生きている時は大して良い考えなんか出てこないのさ。ここを踏み外したら真っ

逆さまだぞと追い詰まった時、やっとこさっとこ頭がフル回転し始める。」 #kuroken

War Is Overさんがリツイート 
ま @m_kurogami 
· 5月20日 
ヤギはすごい勢いで崖を登るし、崖が無くても登る

ちょっくら「埋もれた神話」を発掘作業中…☆
http://76519.diarynote.jp/200603262239370000/
http://76519.diarynote.jp/200606020148110000/

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地の東の飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代　　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

０－２．転生司神　　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

http://85358.diarynote.jp/201505240851264728/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505240851264728/
https://www.youtube.com/watch?v=FuvWc3ToDHg
http://76519.diarynote.jp/200603262239370000/
http://76519.diarynote.jp/200606020148110000/


０－３．新神推挙　　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

０－４．姉神世界　　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

０－５．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

０－６．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

０－７．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

０－８．邪恋乱心　　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

０－９．大地蹂躙　　妹が兄を停めた。兄の軍が妹の世界を襲った。

０－10．境界封鎖　　上神レリナルが調停した。四界の壁は閉ざされた。

あとで視ようっと♪

https://www.youtube.com/watch?v=k7l70cbIGCA
Phim Võ thuật Hong Kong Thần Thoại Thành Long 2005 HD1
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日8:52
War Is Overさんがリツイート  
Thoton & The News @Thoton 
· 8時間 8時間前 
人間は体内や皮膚に細菌を飼ってる。その数、600兆匹。人間の細胞の数よりも多い。自分の体重
の1.5キロは細菌の重さである。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日8:54
Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
仲間から浮いた存在になり排除されろ！！　それが君のミッションだ！！

https://www.youtube.com/watch?v=k7l70cbIGCA
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5月24日8:58
Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
２０１２年１２月２３日人類滅亡説は真実だったのか？ 私たちは今４次元世界に生きている
のか？ この世界はマトリックスなのか？
 

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


（５月24日）　吹奏楽のための「神話」〜天の岩屋戸の物語。

http://85358.diarynote.jp/201505240902588243/

♪ 安 全 ♪ 神 話 … ♪
2015年5月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

…朝っぱらから、すげぇ嫌そうな曲を発掘してしまった…
…（〜〜；）…
　

https://www.youtube.com/watch?v=zIR4AfVk7Fw
【吹奏楽】吹奏楽のための「神話」〜天の岩屋戸の物語による/大栗裕 

今日はなんか嫌な一日になりそぉですねぇ…★（途中でザセツ）。
…（〜〜；）…
 
おはようございます。

０８：１１です…。

そうそう。これが聴きたかったんだよ…
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=CyLAGGwQtrY
Gamera: Guardian of the Universe - The Myth 

Lightworker @Lightworker19 
· 43 分 43 分前 
0.26microSv/hの水を飲んでて死にました。0.23マイクロで死にました
　http://amba.to/1rBNC7Y

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
「風評とは根も葉もないことをいう。我々の農作物は根にも葉にも放射性物質を付け

られた⇒実害だ！」（wantonのブログ）
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/861.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2 時間 2 時間前 
認知症少ないインド人　秘密はカレーにあった〈週刊朝日〉

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150519-00000006-sasahi-life …

neko-aiiさんがリツイート 
do @shidoSE5 
· 2 時間 2 時間前 

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150524/85358_201505240902588243_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zIR4AfVk7Fw
https://www.youtube.com/watch?v=CyLAGGwQtrY
http://amba.to/1rBNC7Y
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/861.html
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150519-00000006-sasahi-life


doさんがリツイートしました neko-aii
二本松にいた友達も彼女の旦那様が毎週眼鏡を新調しなければいけないくらいどんど

ん視力がさがってるって書いてた。。。彼は失明する前に死んでしまったのですが。

。。 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
ふくいちライブカメラが捉えた水平に走る謎の稲妻 
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/859.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
口永良部島で火山性地震相次ぐ！蔵王山では１分を超える火山性微動！西之島の火山

活動に異変、水が黄緑色に変色！いずれも噴火の恐れ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6589.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
ソ連の「ウラルの核惨事」キシュティムでは、放射性廃液をタンクに入れていた、こ

れが勝手に臨界を起こし、周辺全体を吹き飛ばすほどの核爆発を起こし、莫大な放射

能拡散事件を引き起こした

核爆発でないと書かれているが、実際には核反応である

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%AB%E6%A0%B8%E6%83%A8%E4%BA%8B
…

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
ＡＬＰＳによる汚染水処理廃液貯蔵ポリ容器（タンク＝直径１．５ｍ、高さ１．８メ

ール）　１３００個の１割に欠陥　水素漏れだし、容器を格納コンクリ箱ごと静電気

による着火で爆発の恐れ！　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-f28f.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
「お試し改憲」に続き、こんどは政府が勝手に決めて、高レベル放射性廃棄物を地下

に埋め込む「科学的有望地」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-8109.html#more …

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
ホルモンが少な過ぎると（甲状腺機能低下症）倦怠感、むくみ、体重増加、意欲減退

などの症状が出現します。　http://bit.ly/1xr8pLj

Lightworker @Lightworker19 

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/859.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6589.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%AB%E6%A0%B8%E6%83%A8%E4%BA%8B
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-f28f.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-8109.html#more
http://bit.ly/1xr8pLj


· 4時間 4時間前 
ラーメン関係者に体調不良・急死・閉店・休業続出　原因はスープのダシか？

　http://bit.ly/1rbx830

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
つんく♂、喉頭がん再び見つかっていた…緊急手術　http://bit.ly/1wbIY1s

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
【拡散】wykopufibasy【福島民報お悔やみ欄】本日59人。今までで一番多いと思う。
新聞見開き1/4がお悔やみ欄。異常だ。隠しきれなくなる時期なのか東京電力は低線量
被曝は認められていな いなどと言っている場合ではないぞ

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl 
· 6時間 6時間前 
5月23日 24時になっても、最高気温ランキングの上位 3位は福島です。
1 福島県 浪江
2 福島県 梁川
3 福島県 福島 
https://twitter.com/cmk2wl/status/602161790953230336/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
放射性物質が体内に入ると体の細胞を破壊しまくるからな。無差別攻撃。当然、頭皮

や毛根も攻撃、破壊する。簡単に言うと猛毒の活性酸素みたいなものらしいな。老化

もするらしい。美容や健康に血眼になる女たちが、なんで放射能を気にしてないの

か謎。 http://bit.ly/13DwbGZ

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
甲状腺もやられてしまいます。精神疾患や子どもの知能低下、心臓麻痺など循環器系

の病気、呼吸器系の病気、さらには女性の不妊や、関節炎や歯が抜け落ちてしまう

といったレベルまで、様々な健康被害を発生させる可能性がある。クリス・バズビー

博士http://bit.ly/owkqgH

War Is Overさんがリツイート 
猛烈汚染内部被曝放射性廃棄物たかの台食堂 @pikapikapikap10 
· 9時間 9時間前 
最近色々と異変が起きていますね。

電車内急病人 
鼻、耳、口、喉、目から血 
まっすぐ立てない子供 

http://bit.ly/1rbx830
http://bit.ly/1wbIY1s
https://twitter.com/cmk2wl/status/602161790953230336/photo/1
http://bit.ly/13DwbGZ
http://bit.ly/owkqgH


５月にインフルエンザで学級閉鎖 
足がもつれて階段で滑り落ちる 
突然ハンドルを切っての横転事故 
ブレーキ踏まない追突事故、多重衝突 ...

War Is Overさんがリツイート 
sparrow @spanest 
· 9時間 9時間前 
都内で毎日40人の大台に乗った。三度見た。女子高生倒れ懸命に立ち上がるも立てず
。爺が突然真っ青になりズルズル沈む。男性バッタリ。本人も周囲も、怖い。

⇒"@fujiokashin: そろそろ、電車内急病人対応マニュアルを公式に発表すべきだと。そ
れにしても急激に増加したな。"

War Is Overさんがリツイート 
amadeus @amadeus137 
· 13時間 13時間前 
『やはり本当の話だった！』

東京を走る電車での急病人が一昨日（７日）は４３人。ついに一日４０人を突破して

しまった。

急病人の数は今後も増え続けるだろう。どこかの時点で急病人は急増し、一日１００

人を突破する。そうして、首都の機能は

⇒ http://amba.to/1HbEikm

War Is Overさんがリツイート 
くりえいと @kurieight 
· 13時間 13時間前 
今日東京上空に地震雲が現れ、日没前には汚い赤色の空が出現しています。

これらの現象は巨大地震前に出現するとも言われており、一応警戒をしておく必要が

あるかも知れません。

War Is Overさんがリツイート 
nanaking @nanaking5 
· 24時間 24時間前 
昨日の母の話。「若いからって油断しちゃダメよ。昨日スーパーで若い女の子がお母

さんのそばで急に倒れてね、頭を打って血が出ちゃって…。急によ。顔が真っ青で。
あんなに若いのに…。」と。急病人って駅や電車だけの話じゃないのね。

War Is Overさんがリツイート 
下町のリリアン @ririan10043 
· 5月22日 
毎日、流れてくるTLで、一番多いのが、電車中の急病人。去年には、なかった傾向。
「まじ、ヤバイ」と言うわりに、まだ、そこに、住んでるの？と、思う人達がいる。

War Is Overさんがリツイート 

http://amba.to/1HbEikm


夏までに絶対痩せる88の法則 @gekiyase88 
· 5月22日 
【これが無性に食べたくなったらこの栄養素が足りてない対応表】 
https://twitter.com/gekiyase88/status/601726183647019008/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
SisterMaas_ver2 @SisterMaas_ver2 
· 5月22日 
2011年3月16日。日本人と結婚して日本で子育てしていたチェコ人男性に大使館から電
話が。「大統領の指示で、日本にいるチェコ人を帰国させるために特別機を飛ばすこ

とになりました。あなたたちは乗りますか？5分以内に返事をください」TBS「こんな
ところに日本人」チェコ編5月22日放送

https://www.youtube.com/watch?v=JEsiOOaGP3w
Mythos-(Maimai Full Ver.) 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
1/26　福島原発爆発の時、日本政府がやったことは殺人と変わらない by オーストラリ
ア国営放送（ABC）
（日本政府は放射線被ばくの危機に際して、自国民を故意に裏切った）

http://no-nukes.blog.jp/archives/5776092.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
「日本人は、７０年前に大日本帝国をきちんと供養する必要があったのだと思います

：想田和弘氏」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/17429.html#readmore …
供養しなかったから化けて出てきたんだ

amaちゃんださんがリツイート 
OMP(さらば暴政) @ompfarm 
· 3時間 3時間前 
チェルノブイリ汚染の低線量被ばくウクライナ保養システムを提言したのは、実は日

本の原子力ムラだった。チェルノブイリでは低線量被ばくへの保養システムを提供し

、フクイチでは真逆の「低線量被ばく放置」を行う原子力ムラ。

cmk2wl @cmk2wl 
· 4時間 4時間前 
映画：タワーリング・インフェルノ

消防隊長オハラハン（スティーヴ・マックィーン）

「建築家、このビルは火災なんかないと思ってたよ」

建築家ロバーツ（ポール・ニューマン）

https://twitter.com/gekiyase88/status/601726183647019008/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=JEsiOOaGP3w
http://no-nukes.blog.jp/archives/5776092.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/17429.html#readmore


「俺もだよ」 
https://twitter.com/cmk2wl/status/602195657659535360/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
最も打ちのめされているのは農業関係者です。 自分たちが加害者にさせられてしまっ
たんです。 自分たちも被ばくし、そして被ばくした農 地を一生懸命、一生懸命除染
をし…除染なんかできないですよ。 やればやるほど出来ないっていう事が分かる。
http://bit.ly/15Fa5UW

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
にがよもぎか…　福島の事だったんだね。

War Is Overさんがリツイート 
今一生 @conisshow 
· 7時間 7時間前 
現実には、不当にガマンを強いられている「よのなかの仕組み」が山ほどあるのに、

ついついガマンしちゃって、ガマンに慣れすぎ、仕組みを変えることに動かないまま

だと、その仕組みを作る人たちにだけ都合の良い仕組みがどんどん増えてしまうこ

とに。その時に「ガマンは美徳」なんて、ただ苦しいだけ。

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
【不正選挙】選挙システムを日本全国で独占的に提供している民間会社「株式会社ム

サシ」の社外監査役でもある浅野修一氏が、社団法人原子燃料政策研究会 監事を兼務
しているという驚愕の事実が判明した。http://bit.ly/TZVpIN

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 
「全電源喪失は起こらない」と答弁していた当時の安倍総理大臣 - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/213916901828098101 ……

War Is Overさんがリツイート 
m-take @takeonomado 
· 5月19日 
現在、世界共通の仕事なら、日本で働くよりも海外で仕事したほうが所得が多く、労

働時間は遥かに少ない。同じ価格で遥かに広い家に住める。それを知らしめないよう

に「日本の**は世界一」と必死にメディアで洗脳するのだろう。

https://www.youtube.com/watch?v=_6CeR8tdmXs
Mythos -Purity -Icarus 

https://twitter.com/cmk2wl/status/602195657659535360/photo/1
http://bit.ly/15Fa5UW
http://bit.ly/TZVpIN
http://matome.naver.jp/odai/213916901828098101
https://www.youtube.com/watch?v=_6CeR8tdmXs


amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
青森市の鹿内博市長、「反原発・反核燃」を掲げる新人の大竹進候補を支持し、とも

に街頭演説

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-cc66.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=XZeCIh5eH-A
茶太 - mythical frontier 

https://www.youtube.com/watch?v=wtN-U_9eSVs
The Myth - Endless Love Original Song
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

5月24日の日記
2015年5月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

被曝死を、

過労死と、

言い繕う、

権力亡者ども。

未来永劫、

因果応報の、

無明地獄をさ迷え。

 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/post-cc66.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=XZeCIh5eH-A
https://www.youtube.com/watch?v=wtN-U_9eSVs
http://85358.diarynote.jp/201505241445479492/
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（５月24日）　（すでに先史文明前期に突入）

http://85358.diarynote.jp/201505242014537173/

闇歴史が増殖中。(‾○‾;)
2015年5月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

嘘でしょ？

灰色姫も私？(‾○‾;)
憎魔も私…？

(・ω・;)(;・ω・)

（すでに先史文明前期に突入）

…ヽ（・＿・；）ノ…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日20:34
「死ぬほど」眠い。(ToT)
強制召還がかかってる。

とにかくビバークポイントまで戻りますッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日20:56
やはりバイト部屋と都心と

ＪＲの線路から離れて

河原を突っ走ると、

一気に色々なパワーが回復する…

http://85358.diarynote.jp/201505242014537173/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505242014537173/
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5月24日21:35
駄目だ無理ギブアップ。

この睡魔は普通じゃない。

(ToT)
情報チェックとか絶対無理。

(∋_∈)
寝ます！ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月24日23:43
酸欠と呼吸困難で目が覚めました。

死ぬかと思う苦しさの悪夢でした。

実在の母と弟が出てきて、場所は知らない場所の「自分たちの家」でした。

なんなのコレ。(∋_∈)
 

http://85358.diarynote.jp/
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（５月25日）　白昼夢で「７次元レベルから見下ろしたリステラス時空還流の４次元
立体モデル」とか視ちゃってたし、生身の脳に負担かかりすぎたかも。

http://85358.diarynote.jp/201505250136584276/

皮膚下の内臓が溶ける。…「本当の自由を視た者だ！」…日本の
６割が無人になる。

2015年5月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

あらためまして、深夜０：０８を観ちゃいました。

（＾＾；）前項コメント欄参照。

昨日の朝の０８：０８も視た記憶があるし、体調と夢視は酷かったですが、精

神状態はむしろ好調。（私は本来ヘソ曲がりで、「逆境ほど萌える」性悪ドＭ。）

（＾＾；）

バイトはエアポケット的にヒマ過ぎの白昼夢で、「７次元レベルから見下ろしたリステラス時空

還流場合の４次元立体モデル」とか視ちゃってたし、生身の脳に負担がかかりすぎたのかもしれ

ません。（－－；）

あと、急に気温が上がっていたので、ちょっと脱水症状だったな…うん。
（－－；）

なんでこんなにこの曲に魅かれるのかがようやく分かりました。

https://www.youtube.com/watch?v=SF6je2O8YIc&list=RDyLnw-TVim5Q&index=7
【MAD】自由の翼　進撃の巨人 FULL 

楽曲や動画が素晴らしいからだけじゃない。「エレンが私にそっくり」だから、です…

（＾へ＾；）

何度でも、地獄を観てやる。

哭き喚きながら、ドン底の現世を、這いずりまわって、生きてやる…。

うん。…ｗ（ーー；）ｗ…

てなことで、戦士の原則に則り、具合が悪い？からこそ、「食べてから」寝なおします…

cmk2wl @cmk2wl 
· 14時間 14時間前 
「自分の運は自分でつかめ、恐怖は人に伝染する。一生なおらん」

映画「恐怖の報酬」

（作り置きのいつものごった煮スープで「煮込みスパゲティ」をこしらえたので、冷めるまで

の間、情報チェックだけしますわ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=ODpu0HgQp9c&list=RDyLnw-TVim5Q&index=9
進撃の巨人 リヴァイ かっこいいシーン 

…う〜む…（＾＾；）

完全に、リヴァイ兵長には、惚れました…ｗｗｗｗｗ

（早く続きを読みたい♪）（ミカサ可愛い〜な〜っｗｗｗ）

War Is Overさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow 
· 56分 56分前 
ジョージさんがリツイートしました 不正選挙監視団
外食産業、家族経営の食堂も含めてコメは絶望的です。絶対汚染米が混ざっています

。店主がわかっていて明記していない限り放射性廃棄物です。弁当も。沖縄も99.9%ア
ウトです。

cmk2wl @cmk2wl 
· 2時間 2時間前 
日付が25日に変わる頃には、東電福島原発からの風が関東に向かいます。
添付は25日3:00と、25日15:00。 

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】eye_s_only 友人の都内皮膚科医より。「頭皮炎」「顔面・腕の急激なシミ
増加」 による来院が増えている。 http://amba.to/WBj6sU

War Is Overさんがリツイート 
まゆみ @mayu_5713 
· 3時間 3時間前 
まゆみさんがリツイートしました 桑ちゃん
川崎の庭は、39000bq/m2、、ぎりぎり4万以下だけど。小出氏は150ｂq/kg超えたら近
づかないと言ってたから。kgにしたら350近かったので、川崎には住めないと判断した
んだ。 

neko-aii @neko_aii 
· 4時間 4時間前 
ラ・アーク再処理工場周辺で高濃度汚染　排出液から１億６千万Bq／L
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31e981101c5433cbf929ffd91680c085 …
工場から３５キロ圏に住む

白血病の子供27人と健康な子供１９２人を比較

http://85358.diarynote.jp/201505250136584276/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.youtube.com/watch?v=ODpu0HgQp9c&list=RDyLnw-TVim5Q&index=9
http://amba.to/WBj6sU
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31e981101c5433cbf929ffd91680c085


頻繁に海水浴をしたり

地元産の魚を多く食べた子供ほど

白血病にかかりやすい傾向が確認された

War Is Overさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 
· 4時間 4時間前 
骨折の子供、今夜これで5人目。

neko-aii @neko_aii 
· 4時間 4時間前 
「福島民友新聞社」

黒枠で囲った訃報のお知らせ、

いわゆる「お悔やみ」蘭の数が

異常に多くなり、

「変だな」と囁かれ始めてから

お悔やみ情報を載せなくなった

という変な新聞社です。

(simatyan2のブログ 2014-05-11)より

War Is Overさんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 
· 5時間 5時間前 
@snoopymaygon @Theresia_Gebets 横横失ですm(_ _)m。私は20℃位で熱中症が起き
ているのは、体温調節を行っている脳の問題かなぁと思っていたのですが。間脳視床

下部の放熱中枢が被曝で正常に機能しなくなり体内に蓄積された熱を放熱出来なくな

っているのかと

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 
· 6時間 6時間前 
@kareinaruinbou @tokaiamada 千葉市美浜区の水道水から福島第一原子力発電所事故
由来のセシウム検出しました。

http://cdcreation.grupo.jp/blog/909397

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
【拡散】Jfkapny 炭かと思ったら雪？！kawakusening 雪って焦げましたっけ？？ 燃や
したら、プラスチックを燃やした時のような臭いと焦げ跡が出来ました。 これが噂の
人工雪ですか？w 
https://twitter.com/kawakusening/status/432337734644924416/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
放射能汚染のおそろしさを住民が理解し、安全な地域に逃げ出すようになれば日本の6
割が無人になるのは、まったく当然のことだ

http://www.asahi.com/articles/ASG3X4HZYG3XULFA01B.html …
朝日新聞よ、はっきり「放射能汚染により」と書く勇気がないのか！

Lightworker @Lightworker19 
· 11時間 11時間前 
「震源地、神奈川の核危機 じいちゃん予言」神奈川には分かっているだけでも４つの
核施設が存在している。 日立製作所電力グループ原子力事業部王禅寺センタ 東芝原子
力技術研究所 米軍基地 グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
http://bit.ly/oHIhEy

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
才能のある人間がいなくなるね。チェルノブイリは辺鄙なところだった。

福島原発は東京に近すぎる。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
そうか。本質は過酸化物だから、溶けてもおかしくないんだ。 @sparky_sparking 「熱
中症は皮膚下の内臓が溶ける。見た目よりダメージは大きい」と内科医が言ってま

した。@cmk2wl: 熱中症ってやばいんだよ。障害が残る事もある。
一回でもやったら、かなり人生に影響する。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11時間 11時間前 
最高気温ランキング（2015年5月24日12時）
岩手と沖縄が拮抗。いい勝負です。

異常気象もここまできた。

https://twitter.com/cmk2wl/status/602333147133399040/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 12時間 12時間前 
@tokaiamada ■このドラム缶の中の放射性廃棄物たべてるってこと・・ 【私が適当に
歩き回って持ち帰ったような 東京のどこにでもあるような、その辺の土は アメリカで
は放射性廃棄物として処理されるべきものなのです】ガンダーセン 氏 
https://twitter.com/k2cyan/status/587609495653593090/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 13時間 13時間前 
郡山の学生、着てる服から、0.8μSv発しながら生活。　http://bit.ly/1gAwpss

neko-aiiさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan 
· 17時間 17時間前 
TLを流れるのが、電車内での急病人搬送だけでなく、道端に倒れている人がいる、

http://cdcreation.grupo.jp/blog/909397
https://twitter.com/kawakusening/status/432337734644924416/photo/1
http://www.asahi.com/articles/ASG3X4HZYG3XULFA01B.html
http://bit.ly/oHIhEy
https://twitter.com/cmk2wl/status/602333147133399040/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/587609495653593090/photo/1
http://bit.ly/1gAwpss


になってきた。怖いのは、それをおかしいと思わない人達。

War Is Overさんがリツイート 
kenji @buick54aki 
· 5月23日 
埼玉とかでも調査してる。

関東全滅ぽい。

被曝第１世代よりもその後の世代の方が放射能の影響を受けやすくて、ごく低レベル

の汚染食物を食べた場合でも子以下の世代がほとんど死んでる

http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/ … ”
被曝

給

amaちゃんださんがリツイート 
ちだい @chidaisan 
· 5月20日 
福島の子どもたちに発生している小児甲状腺がんは、いよいよ原発事故との因果関係

を否定できないレベルになり、これまで因果関係を否定し続けてきた鈴木眞一教授は

、逃げたのかクビなのか知りませんが、退任して消えてしまいました。検査するべき

関東圏の子どもたちの検査を止めた責任は取りません。

War Is Overさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を @4_Sea_ 
· 5月19日 
小学生の自由研究をきっかけに、京都工場製でも夏場は放射能が検出されることが明

らかになったコイケヤのポテチに『もも味』が登場

http://matome.naver.jp/odai/2141304244721167101 …　原材料：白桃桃果汁粉末・・
・それ、どこ産？　#胸騒ぎ 

War Is Overさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election 
· 5月13日 
福岡のすき家の牛丼のご飯が茨城県産というのが解せません。 入り口に食材の産地を
書いた木の札が下げてありますが、レタスや野菜は熊本や長崎産なのに米だけなぜか

茨城産です。 正直放射能汚染も心配だし、なんで米だけ九州産じゃないのか不思議
です。http://bit.ly/1njZVEV

War Is Overさんがリツイート 
koちゃん @Tommy0827n 
· 5月7日 
リカちゃん人形は、福島県で製造。

http://www.liccacastle.co.jp/company/index.html …

 
斃すべき相手は、誰だ？

War Is Overさんがリツイート 
戦争撲滅兵器殲滅 @nowarnoweapon 
· 9時間 9時間前 
報道ステーションの集団的自衛権の特集を息子と見ていた。匿名で話す自衛隊の幹部

が「すでに辞めたいと言っている若い自衛官もいます。隊員募集にも響くことになる

。そうなったら徴兵制ですよね。」の言葉に小５の息子が「俺らかよ…。」の一言。
なんとかしないといけないと思った。

War Is Overさんがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 
· 11時間 11時間前 
爆煙規模からしても、イスラエルらがイエメンで中性子爆弾を使用した可能性はある

と思います。ベテランズ・トゥデイでもその可能性を報じています

。https://twitter.com/ric_koshimizu/status/602305720906747904 …
http://www.veteranstoday.com/2015/04/20/did-saudi-arabia-nuke-yemen/ … 

amaちゃんださんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo 
· 12時間 12時間前 
イエメンから一つのビデオが送られてきた〜非常に高い確率で中性子爆弾である可能

性があるという事〜中性子爆弾の攻撃はイスラエル軍だけ可能であると。　

https://ironpens.wordpress.com/2015/05/22/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a0%b8%e6%94%bb%e6%92%83/
…
https://youtu.be/x7UHl3CxP-A 
ひどい〜尋常じゃない…。

War Is Overさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 
· 14時間 14時間前 
サウジ、アラブ連合、イスラエル、日米軍産複合体はイエメンに核兵器を使用しま

した。

Another Explosion In Sana’a, Yemen https://youtu.be/VC5iKeQ9clk via @YouTube

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 19時間 19時間前 
イスラエルの核兵器保有を守るために米英加がNPTの最終文書採択を阻止、IS／アル
カイダも使う 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505230000/ …

War Is Overさんがリツイート 
つぐのすけ @tcdctrn 
· 5月23日 
まさか「食べて応援」を「食べて福島を応援」って意味だと勘違いしてないよな？「

食べて東電を応援」って意味だよ。

http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/
http://matome.naver.jp/odai/2141304244721167101
http://bit.ly/1njZVEV
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https://ironpens.wordpress.com/2015/05/22/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a0%b8%e6%94%bb%e6%92%83/
https://youtu.be/x7UHl3CxP-A
https://youtu.be/VC5iKeQ9clk
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505230000/


War Is Overさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo 
· 5月17日 
首相官邸　正気か!?
行政

子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう

http://nufufu.com/life/it-accustoms/ …
高校生

満１８歳で全ての国民に１年ないし２年間の奉仕活動を義務づける

＝徴兵？ 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/599915843594530816/photo/1

いや、「フクイチで」じゃないですか…？

War Is Overさんがリツイート 
ヒロ・マスダ / Hiro Masuda @IchigoIchieFilm 
· 3時間 3時間前 
「エヴァンゲリオン」の監督、日本アニメの寿命はあと５年か

将来は今あるようなものはできないと指摘。人材、資金もなくなり、日本全体の状況

が何も考えずにただアニメを作るということを許すものではなくなる。

http://jp.sputniknews.com/japan/20150523/369080.html …

War Is Overさんがリツイート 
ヒロ・マスダ / Hiro Masuda @IchigoIchieFilm 
· 3時間 3時間前 
カンヌ映画祭で盛大な宴を開き、着ぐるみ、パンツ見せ人形をプロモーションし「日

本は凄いんだ」といくら叫んでも、日本の製作費があがることも、産業を支える人た

ちにクリエイティブ産業にいい仕事の雇用も生まれない「日本での仕事は慣習で残業

代はいらないんですよ」政府の誘致PRですらこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=PsML7ciMleQ&list=RDyLnw-TVim5Q&index=18
進撃の巨人 ED great escape　フル 

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】 2ch_NPP_info 【報ステ】自殺した岩路真樹ディレクターの自殺の方法。部
屋の外側から通気孔や窓、ドアの隙間をガムテープでふさぎ、自らをロープで椅子に

縛りつけ身動きとれない状態にした後、テレポーテーションで室内に入り、ライター

もマッチも使わず練炭に火を付け自殺

 

http://nufufu.com/life/it-accustoms/
https://twitter.com/hopi_domingo/status/599915843594530816/photo/1
http://jp.sputniknews.com/japan/20150523/369080.html
https://www.youtube.com/watch?v=PsML7ciMleQ&list=RDyLnw-TVim5Q&index=18


（５月25日）　創作活動の手助けを目的とした地学関連の知識を載せた本とかって、
南極地誌の解りやすいのが、絶賛大希望ッ！

http://85358.diarynote.jp/201505250140535825/

単純に言うとこれから人間が自由になるか、奴

隷になるかどっちかだ思います。

2015年5月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

時間切れなう。（－－；）

原稿は明日なう…。

火山たん @volcano_tan 
· 2 分 2 分前 
主に創作とかやってる人向けに意識調査だけど、創作活動の手助けを目的とした地学

関連の知識を載せた本とかって需要あるかな…？

…ありまーす…！（＾o＾）！

プレートテクトニクスと気象と生命変動の年代一覧表とか、

個人的には、南極地誌の解りやすいのが、絶賛大希望ッ！

War Is Overさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma 
· 55分 55分前 
@iwakamiyasumi @yamamototaro0 @MrSARU @kfuruta777 @tim1134 
大規模「光柱」が出現　鳥取、アマ天文家も驚き

http://www.nnn.co.jp/news/150523/20150523006.html … 
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/602495783850483712/photo/1

火山たん @volcano_tan 
· 2時間 2時間前 
私からの提言だけど、全国の高校で地学の選択を必須化するべきだと思うんだ。この

http://85358.diarynote.jp/201505250140535825/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505250140535825/
http://www.nnn.co.jp/news/150523/20150523006.html
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/602495783850483712/photo/1


国で生きる以上、火山に限らず地学の知識は必要だと思うんだよ。高校で地学が選択

出来た人はソレが当然だと思ってるかもだけど、地学が選択できない高校の方が多い

都道府県なんて普通にあるんだよ。これは問題なんだよ…

絶賛ウチの鬼姉（※『ガッチャマン』由来の地学ヲタ）が大同意すると思う…ｗ

amaちゃんださんがリツイート 
黒木睦子 @mutsukuroki 
· 5月21日 
.@tachi_agarou RT:
わたし達がtweetしているのは、いわば種をまいている事に似ていると思うのです。
いま、蒔いた種がリツイートしてくれた人の場所で小さな芽を出した。種をまかない

と芽は出ないし育たない。わたしに出来るのは育つように祈りながらの種まき。　続

けます。

cmk2wlさんがリツイート 
CRAZY-T @iamcrazyt 
· 5月16日 
世界中の人たちがネットの力で真実に目覚めて来ていると共に、世界中の政府が国家

安全保障を言い訳に使って段々権威主義的になっている。

近いうち何か大きなことが起きそうな予感がする。

単純に言うとこれから人間が自由になるか、奴隷になるかどっちかだ思います。

色々怖いな。

https://www.youtube.com/watch?v=Hr640LRzKDY&index=19&list=RDyLnw-TVim5Q
進撃の巨人《自由の翼》歌詞付き 

War Is Overさんがリツイート 
キジトラニャンコ @kijitora0510 
· 5時間 5時間前 
肉球新党、「ネコの生活が第一」さんによる

「安倍ニモマケズ」 
https://twitter.com/kijitora0510/status/602425721126924288/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Hr640LRzKDY&index=19&list=RDyLnw-TVim5Q
https://twitter.com/kijitora0510/status/602425721126924288/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw&index=15&list=RDyLnw-TVim5Q
『アナと雪の女王 MovieNEX』レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜/エルサ（松たか子）＜日
本語歌詞付 Ver.＞ 

…逃げろ、みんな…！

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月25日1:42
寝ます…ッ
 

https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw&index=15&list=RDyLnw-TVim5Q
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（５月25日）　「ミネルバ」神の価値観は、「恋愛なんかしてる場合じゃない！」に
、なるのであった…

http://85358.diarynote.jp/201505250739089898/

「存在」ゆえの「自由」…。
2015年5月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

すいません。（＾＾；）

とりあえず聴かないと、落ち着かないんですよ…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Hr640LRzKDY&index=19&list=RDyLnw-TVim5Q
進撃の巨人《自由の翼》歌詞付き 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

∞．始原終末
∞．－１．最高学府
∞．－２．統合学都
∞．－３．独立自足
∞．－４．学究研鑽
∞．－５．生存競争
∞．－６．鑑賞観察
∞．－７．技芸娯楽
∞．－８．交流混乱
∞．－９．調停会議
∞．－10．超界航法

９．時空還流

９－１．先史時代

９－２．

９－３．

９－４．

http://85358.diarynote.jp/201505250739089898/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505250739089898/
https://www.youtube.com/watch?v=Hr640LRzKDY&index=19&list=RDyLnw-TVim5Q


９－５．

９－６．後史時代

９－７．

９－８．

９－９．

９－10．

Ｘ．転生史略

Ｘ－１．黒百合譚

Ｘ－２．清峰鋭伝

Ｘ－３．光玉少女

Ｘ－４．黄金虎神

Ｘ－５．雪色狼人

Ｘ－６．灰色少年

Ｘ－７．銀月女神

Ｘ－８．転生列伝

Ｘ－９．霊界人海

Ｘ－10．諸神諸仙

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time
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2015年5月25日21:55
無限大痴話喧嘩の原因判明。

(-"-;)
断じて私は浮気わしてない。

(^_^;)
但し。(^。^;)

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
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…「知識欲」と「色欲」を天秤にかけたら、断固「ミネルバ」神の価値観は、「恋愛なんかして
る場合じゃない！」に、なるのであった…
。。。(〃_ _)σ‖

んで、「棄てられた」狼さん

逆ギレ。…(ΘoΘ;)…
 



（５月25日）　【核戦争】が始まった。／空爆後も逃げられなかった子供たちが描
く絵。

http://85358.diarynote.jp/201505250759267143/

【核戦争】が始まった／米国はイエメンなど中東各国でドローン

による攻撃を行なっている。

2015年5月25日 ★戦争反対★ コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=NEMqMeNhpGo
超良MAD　Versus　逆襲のシャア 

Grid @Grid_leak · 8時間8時間前 
元IAEA査察官で核物理学者のJeff Smithと元海兵隊員のGordon Duffという軍事専門家
によるもので、彼らの分析では中性子爆弾の使用と結論 Saudis Have Israel Nuke
Yemen for Them　http://www.veteranstoday.com/2015/05/21/358343/ …

MILKWALKEE @MILKWALKEE · 9時間9時間前 
イエメンで中性子爆弾ぶっ放された件、映像に中性子めっちゃ感光してるんだけど撮

ってる人助からなさそう。Massive explosion and shockwave in Sanaa Yemen
https://youtu.be/MXKbwL7m5jk @YouTubeさんから

Giraffe Beer @giraffebeernaka · 9時間9時間前 
とりあえずまとめ

・イエメン・サナアで大規模な爆発

・日付は5/11昼、少なくとも二度の爆発
・ノイズの入った動画( https://youtu.be/MXKbwL7m5jk )や爆発威力等から中性子爆弾に
よるものである可能性が高い

でOK？ 
https://twitter.com/giraffebeernaka/status/602472400991707136/photo/1

Conflict @macos9x · 10時間10時間前 
イエメンにイスラエルの核攻撃

　

https://ironpens.wordpress.com/2015/05/22/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%A0%B8%E6%94%BB%E6%92%83/
…
Israeli Neutron Bomb Yemen　https://www.youtube.com/watch?v=x7UHl3CxP-A …　
元IAEA科学者はこれを中性子爆弾であると確認。。

https://www.youtube.com/watch?v=5IvzdLA334M
輪廻交響曲　≪翠生≫　前半(03:47)1/2 

War Is Overさんがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 
· 11時間 11時間前 
爆煙規模からしても、イスラエルらがイエメンで中性子爆弾を使用した可能性はある

と思います。ベテランズ・トゥデイでもその可能性を報じています

。https://twitter.com/ric_koshimizu/status/602305720906747904 …
http://www.veteranstoday.com/2015/04/20/did-saudi-arabia-nuke-yemen/ … 

amaちゃんださんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo 
· 12時間 12時間前 
イエメンから一つのビデオが送られてきた〜非常に高い確率で中性子爆弾である可能

性があるという事〜中性子爆弾の攻撃はイスラエル軍だけ可能であると。　

https://ironpens.wordpress.com/2015/05/22/%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a8%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a0%b8%e6%94%bb%e6%92%83/
…
https://youtu.be/x7UHl3CxP-A 
ひどい〜尋常じゃない…。

War Is Overさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 
· 14時間 14時間前 
サウジ、アラブ連合、イスラエル、日米軍産複合体はイエメンに核兵器を使用しま

した。

Another Explosion In Sana’a, Yemen https://youtu.be/VC5iKeQ9clk via @YouTube

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 19時間 19時間前 
イスラエルの核兵器保有を守るために米英加がNPTの最終文書採択を阻止、IS／アル
カイダも使う 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201505230000/ …

https://www.youtube.com/watch?v=SzsnayNRC8M
輪廻交響曲　≪翠生≫後半(08:04)2/2 

無人機bot @mujinbot · 11時間11時間前 
ドローンの模型が燃やされてる様子。イエメンの首都であるサナアにて人々が米国の

ドローンによる民間人殺傷に抗議している様子とのこと。米国はイエメンなど中東各

国でドローンによる攻撃を行なっている。 
https://twitter.com/mujinbot/status/443358691979317249/photo/1

microcarpa @microcarpa1 · 13時間13時間前 � 大阪府 大阪市 福島区 
Yemeni #children paint their #war http://observers.france24.com/content/20150522-
bombs-yemen-children-painting-drawings … イエメン首都サヌア、空爆後も逃げられ
なかった子供たちが描く絵。利権亡者のため、失政を隠すため、他国へ派兵するのが

自衛権？ 
https://twitter.com/microcarpa1/status/602418190040174592/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201505250759267143/
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https://youtu.be/MXKbwL7m5jk
https://youtu.be/MXKbwL7m5jk
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https://www.youtube.com/watch?v=lY4j9KoEtA0
ずっと嘘だった / 斉藤和義 YouTube版 （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5月25日8:26
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
かなり古い戦術核砲弾の実験動画

https://www.youtube.com/watch?v=U2KkPEmqnJI …
このクラスだと1キロトンクラスの威力
現在はバズーカ砲程度の施術核兵器が開発されている

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
サウジアラビアがイエメンに中性子爆弾（核兵器）を使用か！？ネット上でイエメン空爆の大爆

発が話題に！疑問の声も

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6605.html …
この種のファイアボールは通常爆弾では生成されず戦術核の特徴だろう

現在はプルトニウムを使った数Kｇの戦術核が作られている

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月25日8:26

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
原発は核兵器製造所　http://bit.ly/1EaEZ9o
 

https://www.youtube.com/watch?v=lY4j9KoEtA0
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（５月25日）　なにも気づかないふりして「平穏な日常」の空虚な演技を続けるよ
うな、自分自身のありようそれ自体が、むしろＳＦ…。

http://85358.diarynote.jp/201505250837361767/

被曝症状は頭がおかしくなる事。自分では気がついていない。ス

トロンチウムが脳に蓄積されて脳細胞の遺伝子を変化させる。

眠気、物忘れ。手足が痺れたら被曝。

2015年5月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=6hcNFiuXhIw
サザンオールスターズ　希望の轍　歌詞 Southern All Stars　kibou no wadachi Lyrics　With
subtitles 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
【注意】箱根山の地殻変動、最大２０センチの隆起を観測！マグマによって熱くなっ

た地下水の圧力で！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6599.html …

地震マップ @eq_map 
· 2時間 2時間前 
【M5.8】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 36.6km 2015/05/25 06:06:41
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1FxKUGt (USGS)http://j.mp/1cdknUj

地震マップ @eq_map 
· 8時間 8時間前 
【M5.7】TONGA 35.0km 2015/05/24 23:39:02JST, 2015/05/24 14:39:02UTC
(G)http://j.mp/1HqqrBy (USGS)http://j.mp/1HqqsW6

地震マップ @eq_map 
· 18時間 18時間前 
【M6.3】SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2015/05/24 13:53:22
JST[UTC+9]

http://85358.diarynote.jp/201505250837361767/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505250837361767/
https://www.youtube.com/watch?v=6hcNFiuXhIw
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6599.html
http://j.mp/1FxKUGt
http://j.mp/1cdknUj
http://j.mp/1HqqrBy
http://j.mp/1HqqsW6
http://j.mp/1dr9Ciw
http://j.mp/1FM5Jky


(G)http://j.mp/1dr9Ciw (USGS)http://j.mp/1FM5Jky

逃げろ。

https://www.youtube.com/watch?v=eWnLRboP6LI
【MV】希望的リフレイン / AKB48[公式] 

…しかし、どこへ…？

War Is Over @kenshimada 
· 11 分 11 分前 
【本当の反社会勢力とは？】

東電の脱原発議案に反対した株主上位100社の多くは金融機関。
そして、1位2位は反社会勢力への融資で問題になっている三井住友とみずほ。
つまり、一般市民の預金がヤクザや犯罪企業を支えているという構図。

https://dl.dropboxusercontent.com/u/88994072/201

Lightworker @Lightworker19 
· 29 分 29 分前 
久しぶりのウォーキング。帽子ゴーグルマスクウィンドブレーカーと装備を固めて駅

に向かう途中、かねてマークしてあったマイクロホットスポットで子どもが砂や建設

資材で遊んでいる。バッグから計測器を出して測ると0.23マイクロシーベルト
。http://bit.ly/112sCYP

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
生きてる人間は骨まで搾り取ってゆく

国の利権に動員されて死んだ人間は神様に祭り上げる

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150524-00050084-yom-pol …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
重要なので再掲

C判定は松戸市147人中1人、日光市1713人中3人、福島県44万人中1人　これは絶対あ
り得ない 

https://www.youtube.com/watch?v=eWnLRboP6LI
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88994072/201
http://bit.ly/112sCYP
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150524-00050084-yom-pol


http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/854.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
首都圏の女子大学生、“女子農力”で風評払拭へ　福島で体験会(5/24 福島民報)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5226.html …
これから妊娠出産する娘達

そこに行くだけで、卵子に取り返しのつかない被曝が生じ、奇形児知的障害児を産み

、自分は癌で死んでゆく運命だ

それでも行くのか？

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 3時間 3時間前 
おいおい！　日本では駅前歩道に若者が倒れている

http://inventsolitude.sblo.jp/article/133777214.html …

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
【拡散】ma_chako 日本中ほとんどの方が被曝して大変危険な状態。特に最近目立つ被
曝症状は頭がおかしくなる事。自分では気がついていない。これはストロンチウムが

脳に蓄積されて脳細胞の遺伝子を変化させるため。 最初は眠気、次に物忘れが激しく
なります。手足が痺れたら被曝間違いない。

War Is Overさんがリツイート 
BQN @BQN_2015 
· 22時間 22時間前 
@sobtomk @takeonomado @gonpiro 事故直後の半年くらい知人とよく話題にしたのは
、強烈な眠気、金属の味がする、脱毛、下痢、治らない風邪、止まらない咳、鼻炎の

悪化などでした。子供の鼻血やボーッとしたタクシーの急ブレーキとか、不安なこと

も多かった。

https://www.youtube.com/watch?v=JbAgeuQQQ1c
乃木坂46　『君の名は希望-DANCE＆LIP ver.-』

cmk2wlさんがリツイート 

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/854.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5226.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/133777214.html
https://www.youtube.com/watch?v=JbAgeuQQQ1c


yumi ☆ ゆみ ★ gj @ygjumi 
· 7時間 7時間前 
無知と無関心は、ことが起こるまでの猶予期間のみ、好意的に作用する。

cmk2wlさんがリツイート 
黒木睦子 @mutsukuroki 
· 10 時間 10 時間前 
読売新聞の記者からは「行政が無害と出してるなら、行政を信じる」と言われました

。わたしの方は、有害と出た検査証を検査機関から受け取っています。この違いは何

なのか、記者として、調査や取材等はしないのか聞きましたが「そんなのしない。」

と言われ、信用してもらえませんでした。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
哲夫：小沢一郎・生活の党支持 @bbtetsuo 
· 18時間 18時間前 
心臓病・・・個人を死に追いやる。

晋三病・・・国家を死に追いやる。

@TakaoMorimoto RT　心臓と晋三の見分け方 
https://pbs.twimg.com/media/CFu9aJWUEAAU-0K.jpg …
@bun_2011

https://www.youtube.com/watch?v=d_q8RnZSykA
希望 /岸洋子

https://www.youtube.com/watch?v=_CNkeyHghsg
FF12 ED 葉加瀬太郎 交響詩 「希望」 フルver
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月25日14:47
核爆弾で人間が灼き殺され、

核臨界で人間が蒸し殺され

ている現状で、

https://pbs.twimg.com/media/CFu9aJWUEAAU-0K.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=d_q8RnZSykA
https://www.youtube.com/watch?v=_CNkeyHghsg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


なにも気づかないふりして

「平穏な日常」の空虚な演技を続けるような、自分自身のありようそれ自体が、

むしろＳＦ…。
。。。(〃_ _)σ‖
 



（５月26日）　「惑星《紅蓮》の物語」。

http://85358.diarynote.jp/201505260839521068/

not 惑星 but 恒星。
2015年5月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (13)
　

ずっと前から内容不明のまま「惑星《紅蓮》の物語」というタイトルだけで、

勝手に物語後半に存在を主張していた部分…、

【紅蓮】は惑星でなく恒星（赤色巨星）の呼称と判明…
　（＾＾；）

やっと、ずっと、「謎のまま」だった、「先史文明」が…

「発掘」できました…！（＾＾；）！

https://www.youtube.com/watch?v=fih7THoCC4A
Tiggy - Crusader 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

【 Sub Contents 】　　　【 Overview 】

７．星雲政史　　リステラス星雲圏における人類統一政体の興亡。

７－１．星人来訪　　サエム・ランの難産を異星人が救命。地球政府成立。

７－２．気波異能　　リスタルラーナ・地球・ジーストの文化的衝突と停滞。

７－３．三国統一　　《リス・テラ・ズ》統一。

７－４．汎界協商　　星雲統一政体と認定され、《汎界協商》への加盟承認。

７－５．管理抗争　　自発出産の激減による人口管理社会の固定化。

７－６．二圏分裂　　遺伝子階級社会と実力個人主義社会の分裂対立。

７－７．外界流出　　抗争と停滞を嫌う自由人が外宇宙へ逃げ出す。

７－８．銀河寸断　　減り続ける中央人口。途絶える流通と社会資本。

７－８－１．　惑星白珠

http://85358.diarynote.jp/201505260839521068/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505260839521068/
https://www.youtube.com/watch?v=fih7THoCC4A


７－８－２．　惑星緑樹

７－８－３．　恒星紅蓮

７－９．地球消滅　　恒星系管理ミスによる地球消滅。星雲政府の実質解体。

７－10．星海女王 　　公的交通の絶えた宇宙を自由業者が支配する。

∞．始原終末
∞．－１．最高学府
∞．－２．統合学都
∞．－３．独立自足
∞．－４．学究研鑽
∞．－５．生存競争
∞．－６．鑑賞観察
∞．－７．技芸娯楽
∞．－８．交流混乱
∞．－９．調停会議
∞．－10．超界航法

９．時空還流

９－１．赤色巨星

９－２．灰髪美麗

９－３．憎魔放逐

９－４．不老長生

９－５．倦怠堕魔

９－６．拡散永眠

９－７．混血希釈

９－８．後史文明

９－９．永遠猿族

９－10．灰色一族

Ｘ．転生史略

Ｘ－１．黒百合譚

Ｘ－２．清峰鋭伝

Ｘ－３．白光少女

Ｘ－４．黄金虎神



Ｘ－５．灰銀狼神

Ｘ－６．碧橙童子

Ｘ－７．銀月女神

Ｘ－８．転生列伝

Ｘ－９．霊界人海

Ｘ－10．諸神諸仙

https://www.youtube.com/watch?v=tZAyDIFaxpU
Tiggy : Mr. Magic
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日8:42
…単純に「時系列」で考えるなら、紅蓮が「第一章」になるのか…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日8:56

火山たん @volcano_tan 
· 8 時間 8 時間前 
怖がる一方でもなく、かといって相手を甘く見ない…というのは自然現象との付き合い方で重要
になると思うんだよね。相手は人間の思い通りにはならない存在だという事を認識しておかない

とかな…

火山たんさんがリツイート  
和こよみ＊旧暦たん @yamatokoyomi 
· 8時間 8時間前 
一晩中照らされて整備されつくした日常社会はあまりに「光の世界」すぎて、「聖なるもの」や

、言いしれぬ畏怖を孕んだ神秘の世界、自然界の真っ暗闇、不気味な生き物の声など「闇の世界

」耐性が削がれてアレルギー反応起こしてるのでは… 「怪異は貴方の心の内にこそ…」なので

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


すo(*・_・*)o

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 7時間 7時間前 
植物は人間が話しかけたら枯れませんよね

ときどき「そんな、バカな（笑）植物が、人間の事なんて、わかるわけがない」という人がいる

けど、そんなことはない。人間の、その時々の「感情」は、植物はわかってる。自分の部屋の植

物が「いつも枯れてしまう人」っているけど、話しかけたら枯れないよ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日8:58
…「宇宙空間を【船】で移動しよう」とか、
「エネルギー的に無駄なこと」考えついて実行しちゃう文明は、

案外少ないらしい…ｗ（＾＾；）ｗ

青函連絡船より、星間トンネル！ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:42

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
スターシードの特徴　：　合わないという感覚が常にある。　幼い頃に引き裂かれて決して周り

と溶け込んでいる感じがしない。　どこかに飛んで行きたい。　故郷に帰りたいという感覚が

ある。　

http://bit.ly/VSSqsL

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日13:52
ん？(・_・;)
紅蓮イコール（地球の）太陽？

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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(・ω・;)(;・ω・)

…メビウスの環どころか、
クラインのつぼ焼き状態…？

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日14:26
暴発したエネルギーから、さらにまだ狼さんを庇おうとして、

太陽の存在時間（寿命）エネルギーを奪っちゃう。

という暴挙な結果に…

(・ω・;)(;・ω・)

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日14:29
…わ、我々ながら、迷惑すぎる痴話喧嘩だな…(・_・;)…

どおりで、汎協の星おやぢどもが、ゲラゲラ笑いころげているわけだ…

(‾○‾;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日19:42

火山たん @volcano_tan 
· 10時間 10時間前 
火口から流出した溶岩流は、表面は冷えて固まるけど中心付近は溶けたままの状態の事が多いん

だよ。溶岩流の先端から溶けている溶岩が出てきて表面が冷えて…という事を繰り返すと、冷え
た溶岩がトンネルのようになるんだよ。これは溶岩トンネルや溶岩チューブと呼ばれているよ。

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

2015年5月26日20:34

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
アメリカは同じ技術を転用して、月や火星に瞬間移動できるテレポーテーション実験にもすでに

成功済みだ　http://bit.ly/11I1lPI

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日20:56

Lightworker @Lightworker19 
· 10時間 10時間前 
アセンションした人類がそれぞれの視点で、自分が関係していた歴史のそれぞれの場面に行って

、愛とワンネスのほうきで掃除をしてくる　http://bit.ly/1l6za6G

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日21:03
…仮に本当に「私」が「リーシェンソルトだった」として…（びっくりだが！）

けっして、グァヒギルグを「嫌いで追い払った」わけでは、ないはずなのだが…

（むちゃくちゃハラは立ててましたがｗ）

客観的には、もんのすごく、ツンデレ？というか…（＾＾；）

凄まじく冷酷な「フリかた」をしてるように見えてた。ってこと？

なのかしら…＜（〜〜；）＞…★

（だってグァヒギルグって…そもそも、「外見、超〜好み♪」だよ？　ワタシの…☆）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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2015年5月26日21:05

Lightworker @Lightworker19 
· 11時間 11時間前 
2016年宇宙連合の加盟、2021年銀河連邦の加盟を、順調に行えれば、2021年からの「弥勒の世」
への完全移行とともに、あらゆる宇宙空間のワープ

ないない。（＾＾；）

そんなに速いわけがないッ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日19:49
あれ？？

今（旧西暦2015.10.08.19:48.）現在、「紅蓮」の「情報」に関する記憶は、再びスッポリと欠落
してしまっております…！（－－；）！…
 

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


（５月26日）　人類ほど非現実的なものはありません。だからこそ死後の世界をも創
造することができるのです。

http://85358.diarynote.jp/201505260930161470/

実は去年の１２月から彼は国ではなく南米諸国連合の会長、即ち

南米諸国連合の大統領として南米外交で多いに活躍しています。

2015年5月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
　

！万！（＾◇＾）！歳！

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear 
· 2時間 2時間前 
「南米の大統領」となったムヒカ大統領の新スピーチ全文（日本語訳） 
http://hana.bi/2015/05/mujica-unasur-new-speech/ …

＞国の枠を超え、南米をひとつの共同体としなければ未来はない

やはり、《アルヴァ・タウーレ》による人類救済は、

「もう始まっている」…ッ！

あぁ、こんなカッコよすぎるスピーチ、いつか、カマシテみたい…っｗ

＞私の唯一の功績は品がなく、頑固で、熱心で、継続的な性格で耐えることができたことです。

私は決して偉人ではありません。刑務所に入ってしまった理由はスピードが足りなく捕まって

しまったからです。（笑）

＞ヒーローの資質はありません。しかし、内なる炎のようなものは持っています。社会の階級、

社会的な不公平差が我慢なりません

UNASUR（南米諸国連合）のムヒカ大統領の就任スピーチ
翻訳：打村明

国民のみなさま、ここにお集まりの大統領様、仲間の皆様、大使の皆様、多いに感謝

いたします。

私はちょっとイカれた一般市民です。

私の唯一の功績は品がなく、頑固で、熱心で、継続的な性格で耐えることができたこ

とです。私は決して偉人ではありません。刑務所に入ってしまった理由はスピードが

足りなく捕まってしまったからです。（笑）

ヒーローの資質はありません。しかし、内なる炎のようなものは持っています。社会

の階級、社会的な不公平差が我慢なりません。人間は社交的な動物なのだと思います

。地球での人間の歴史の９０％を家族や家族集団で生活してきました。一人では生き

ていけず、みんなの助けが必要な変わった猿なのです。そのことがハードディスクに

インプットされ、そのハードディスクは社交的なのです。

だから「人間は政治的な動物だ」と断言するアリストテレスは正しいのです。そうな

んですよ、猫ではないのです、社会に認められたいのです。

しかし歴史の様々な出来事が、後の１割の人類の歴史の責任者なのです。９割がそう

ではないのです。美しいものを与えてくれたのです。気づいてみたら私たちは１００

年前と比べ、４０年も寿命が延びました。

http://85358.diarynote.jp/201505260930161470/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505260930161470/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4864233055/
http://hana.bi/2015/05/mujica-unasur-new-speech/


結局のところ、世界には飢餓があると知っている、人口も倍あります。食料も倍あり

ますが生産したものの３０％を私たちは捨てています。この残り物を犬にもあげませ

んし、ましては貧しい人にも与えません。それがこの文明のむき出しのクリアで悪性

的な矛盾点なのです。そしてその矛盾に充電し戦い続けているのです。

こんなにものが溢れている現代のような時代はいまだかつてない！

こんなにたくさんの知識もいままで決してない。

世界の１分間に消費される軍事費は２兆米ドルですよ。

私はこの衝撃的な事実を伝え続ける事を私はやめませんよ。

「世界の何百万人もの貧しい人たちに目を向け、人間味のある生活ができ、世界の需

要を大きくできるような地球規模のプランのためのお金がない、リソースがない」と

言える人は恥知らずです。

世界のもっともお金持ちな人が毎日１００万ドルを使ったら、財産を使い果たすのに

２２０年もかかると言っていますが、2%から４％の利率がありますから１日４００万
ドルのお金も入ってくるので、もっとかかります。

私たちが「世界にお金がたりない」なんて言えるのは、お金を出して解決できる人に

要求ができず、その人のポケットに手を突っ込めず、そうさせることができない政治

的意気地なしだからなのです。だから私は政治にいるのです！

だから政治の世界で戦うのです。結局のところ、簡単に言うと貧困者のためにベーコ

ンをもう少し太く切らなければならないということです。政治というのは自分には好

都合で別の人には不公平な選択肢を決めなければいけないものだからです。マジョ

リティーにいるか、マイノリティーにいるのか、中立でいられず、どちら側かを選択

しなければいけないのが政治です。

みなさん、これの他に別のこともあります。正義より大事なこと。

私たちは生きている世界は涙の谷で、死んだらパラダイスにたどり着くという思想に

はめ込まれて育ってきました。天国はいまここなのです！或いは地獄は今なのです！

人がより良い暮らしをするには、いま人生のために戦わなければならないのです。中

立な立場なんてないのです。ですので、忘れられがちな中立で基礎となる価値観につ

いて話すのであれば、意味があります。

私は尊敬されても自分の指なんてしゃぶりませんよ。老人のまま私はここを出て行き

ます。そんなことより考えなくてはならないのが、ここには沢山の若者がいること。

そしてあなたが若ければ次のことを知っとかなければならない。

人生というのは1分1分とあなたから逃げていきます。足りないからといってスーパー
で追加で買うことができないのです。ですので人生を活きるために戦ってください。

人生に中身をあげてください。他の生物の生き方と人間の生き方の違いというのは、

あなたには自分の人生の方向性をある程度決められるというところにあります。あな

たが自分の人生の道の創設者になれるのです。

生まれたままに生きる植物と違い、あなたは生まれたあと自分の人生に中身を詰める

か詰めないかを選択できるのです。

マーケットに自分の命を売り、必要でもないものを買いあさり、ローンを支払いなが

ら人生を過ごしていたらあっという間に私のような老人になってしまいますよ。リュ

ーマチまみれのね。あなたはこんな世界に生まれたのです。ぶち当たってこそ、世の

中に何をしたのかが分かります。

でも、あなたには夢があり、その夢のために戦い、希望を残ったものに伝えようとし



たのならば、あなたのその活気が丘の上や広い海に少し残っているのかもしれない。

その一瞬の記憶がどんなにすごい記念碑よりも、伝記よりも、賛歌よりも、詩よりも

価値あるものなのです。

人類の希望は新しい世代で具現化するのです！

みなさま、命より大切なものはありません。幸せのために戦ってください。そして幸

せといのものは人生に内容を詰めるということなのです。道を作り、襲われてはいけ

ないのです。そのためのレシピなんてありません。ここにあります、あなたの良心に

。使われるか、それとも奇跡的に生まれたこの機会を使うか。

また戻りますが、若者にもうひとつアドバイスをさせてください。

不可能なことを可能にするには更なる努力が必要です。そして本当に負けてしまうの

は腕を下げ自分を渡し、諦めるときのみです。

人生では何千回といろんなことで転びます。愛で転び、仕事で転び、いま考えている

その冒険でも転び、実現しようとしている夢でも転びます。でも、それには千と一回

立ち上がり、一からやり直す力があなたにはあります。

その道が実は一番大事だからなのです！

ゴールなんてありません。勝利のアークも、私たちを待ち受けている楽園も、戦争で

死んだからって待ち受けている側女なんていうのもありません。そこで終わった、そ

れだけなのです。あるのは別のものです。それはどんな状況にいてもこの短い人生を

フルに活き、人生を愛し、そのために戦い、人に伝えようとする美しさです。人生は

もらうだけではだめなのです。まずは自分の何かをあげることなのです。どんなにボ

ロクソな状態でも、必ず自分よりも悲惨な状態の人に何かを与えられます。

みなさま、私は若かった。１９４０年代、南米のスイスと呼ばれる国で勉強をしま

した。英国帝国にとって私たちは特権を持ったやっかい者でアルゼンチンのみなさん

と同じくとてもうまく行き、世界の権力ある国々の間にいても誇り高くいられました

。ラ・プラータ川は南米の中でも特殊な場所でした。

ヨーロッパ人のようにも見られ、一時期自分たちもそう思ってしまうほどでした。し

かしそれは妄想に過ぎませんでした。戦争の後に世界は変わり自体は変わりました。

IMFに借金をしはじめてしまったのです。それが私の青春時代でした。とても美しく高
いところから世界を見ていた現実が崩れ落ちました。高いところから落ちるのが一番

痛いのです。もともと下にいるのに慣れている人は断念できるのですが、上に行って

しまったら落ちるのは痛い。

ですので私はそういった上から落ち、顎を打ってしまった人たちで世界を変えようと

したムーブメントに参加していましたがフクロ叩きにされました。

夢を宥め、無産階級の独裁政権が階級の戦いの大事な解決になると思っていました。

各世代でのそういった過ちをしてしまいます。しかしその昔の内なる火がとても強か

ったからこそ今に至るのです。自分たちの犯した過ちを受け入れながら命という恵み

と寛大さにも気づきます。そして世界が物とお金と資源で溢れている中、人に車を貸

すことも惜しみ、貧乏人に手を差し伸べず、野良犬にご飯も家も上げないような、こ

んなにもセコイ世界は他にあるのでしょうか。神様に謝りたい。心を開き、間違って

でも人に世界に自分のすべてを捧げる青年達が恋しい。

若者たちよ、私はあなたたちに伝えたいのは昔の葛藤や昔の過ちの愚痴ではありま

せん。人生はずっと続く学びの場で、間違った道やお互いの足を踏んでしまう道です

。

しかし私たちを押した昔の要因がいまの時代にも存在し、資源と可能性に満ちた地球

にいままでにない富の集中、いままでにない貧富の差が見られます。人間は無限に良



くなっていく社会を作れるのだと信じています。歴史の深くに閉ざされた古来の社会

を勇気を持って見てみてください。

石器時代の人になれとは言っているのではなく、人間社会を守る為の寛大な精神から

学んでほしいのです。幸せになるための根本的なこと一番シンプルなところを理解し

実行するには他の人の命が必要なのです。個人は無です。

個人は社会依存していて、その社会の歩みこそが私たちの生活を永続的に豊かにして

いくのです。ですのでこの共同の動機をいまのこの歴史に立たせなくてはならないの

です。このラテンアメリカではこの動きに名前が付いています。お互いが寄り添って

、統合し、多様性を尊重する文化を活気付けるムーブメントです。それをしながら私

たちの隠された深い歴史も見せていかなければなりません。

これはしなければいけないことだし、政治的要求と次世代の若者の真剣な関わりが、

幸せに暮らしたければできることです。そのような、人生をかけられる活きたアイデ

ィアを提起してください。マーケットの奴隷になんて絶対にならないでください。

これからの世界は私たち次第です。そして我々ラテンアメリカ人はこの現実に遅れて

そして後ろからスタートしたからこそ、文明の最高の一面を見せなければなりません

。平和な南米大陸、公平な南米大陸、団結する南米大陸、生めれて死んでいくのが美

しい南米大陸、公平さにイエスという南米大陸、憎しみのない南米大陸、復讐を望ま

ない南米大陸、命の泉であるこの地球という惑星の創造性を守り人間という動物を尊

重する南米大陸でなければなりません。

あなたの存在にコンテンツを与えてください。このことを意識的にしないと、その内

容はまた新しいゴミを買うための月末の支払い金に変化してしまい、その悪循環には

まり、あなたの人生の最後の日まで続き、気づけば骨ひとつ上がらず記憶と生命力と

共にサヨウナラです。

コレアさん（コレア大統領）違います。若いのは一度きりですがそれは外観です。若

さだけでなく、鏡を見て現実に責任をもつ不遜さ、それは若くても、年取ってても、

中年でもできることです。世界を男、女、黒、黄色に分けてはいけません。いいえ！

２つのカテゴリーに分けます： やり通す人とそうでない人です。やり通すというのは
大義を抱きしめることです。

ですので私は出口の時間に近づいているとわかっています。どのようなときに死のう

ともうやることはやったのです。私はまだ死後の世界も神も信じることができていま

せんが、すべての宗教を尊敬します。なぜ様々な宗教を尊敬するか？病院で死に際に

いたる人たちに良質な死ぬプロセスを与える偉大なサービスを与えるからです。その

宗教を信じなくてもバカにすることはできません。尊敬しています。

宗教の正当性について考えさせられます。どの時代でもどの世代でもすべての歴史の

なかにもそして世界の隅々で人間はいつも何かを信じています。

人類ほど非現実的なものはありません。だからこそ死後の世界をも創造することがで

きるのです。人類が好きですし感嘆しています。宗教を尊敬しています。私もいつか

は土に還るか、みなさまの頭の上に飛ぶハトになっているといいですね。

エクアドルよありがとう！みなさまお元気で

ペペ・ムヒカ

参照元 Read the original here: http://hana.bi/2015/05/mujica-unasur-new-
speech/#ixzz3bCSWO6O2 
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial 
Follow us: @hanabiweb on Twitter | hanabiweb on Facebook

http://hana.bi/2015/05/mujica-unasur-new-speech/#ixzz3bCSWO6O2


https://www.youtube.com/watch?v=KRRgHHSUucs&list=RDyLnw-TVim5Q&index=27
紅蓮の弓矢 FULL MAD 

逃げろ、人類！

生きて活きて、生き延びろ…ッ！

　       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:41
＞天国はいまここなのです！或いは地獄は今なのです！

＞人がより良い暮らしをするには、いま人生のために戦わなければならないのです。

＞不可能なことを可能にするには更なる努力が必要です。そして本当に負けてしまうのは腕を下

げ自分を渡し、諦めるときのみです。

＞平和な南米大陸、公平な南米大陸、団結する南米大陸、生めれて死んでいくのが美しい南米

大陸、公平さにイエスという南米大陸、憎しみのない南米大陸、復讐を望まない南米大陸、命の

泉であるこの地球という惑星の創造性を守り人間という動物を尊重する南米大陸でなければなり

ません。

…「あの時」、エイリスはまさに、こんなことが「言いたかった」んだよ…
…（＾□＾；）…

おまぬけにも、自分個人の恋愛沙汰に気を取られて、うっかり爆殺されちゃったけど。ね…☆

＞人類ほど非現実的なものはありません。だからこそ死後の世界をも創造することができるの

です。

ね！（＾＾；）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:47
＞若いのは一度きりですがそれは外観です。若さだけでなく、鏡を見て現実に責任をもつ不遜さ

、それは若くても、年取ってても、中年でもできることです。世界を男、女、黒、黄色に分けて

はいけません。いいえ！２つのカテゴリーに分けます： やり通す人とそうでない人です。やり通
すというのは大義を抱きしめることです。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:47
「カッコイイとは、こういうことさ！」

！（＾◇＾）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:48
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amaちゃんださんがリツイート  
PassyKis @passykis 
· 5月14日 
アタマがどうかしちゃった国会議員、自民党・安藤裕

「行き過ぎた平等、規律なき自由というものが今この国を本当に壊し始めているんじゃないか」

平等、自由が今この国にあると思っている時点で「どこに目が付いている？」と突っ込みたい。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日9:50
…いま気がついたが、

ＪＯＳＥ、だね。ナマエ…（＾＾；）…☆

あれ？　「ジョゼ」（如是）…？　（＾＾；）

（だったら最高！ｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:13
ＮＯ！

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 13分 13分前 
TPP条約で何が起きるか？
ボリビアにおける水紛争

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%90%E6%B0%B4%E7%B4%9B%E4%BA%89
…
モンサント・ベクテルという世界企業に上水道権を売り渡した結果、住民は雨水を利用すること

さえ契約違反として罰金を取られることになった

http://cosmo-world.seesaa.net/article/216009028.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日10:26

amaちゃんださんがリツイート  
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan 
· 6時間 6時間前 
奴隷であることも知らない

「家畜」たちの「家畜小屋」が

今の東京ですね。

今餌もらってれば、

あす殺されてもいいという

「家畜」たち・・・
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（５月26日）　『バーディア　砂漠の花火』…続きが読みたい…（－－；）…

http://85358.diarynote.jp/201505261619332127/

グレンフォード・Ｔ・オガワ博士（＠『バーディア　砂漠の

花火』 夢想院 1983.12.25 ）の続きが読みたい…

2015年5月26日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=JbAgeuQQQ1c
乃木坂46　『君の名は希望-DANCE＆LIP ver.-』 

…いい曲なんだけど、このコたちみんな、被曝しまくってるなぁ…
（－－；）

（成人できまい…！）（ＴへＴ；）

とりあえずキンドル上場！（？）は、当分？先の話になりそうなので…
（＾＾；）

「bingで翻訳！（されやすい）文体」は無視して、
一番書きやすい文体（擬古文調？）で、

「質より量」的に、さくさく書くことにする…☆

https://www.youtube.com/watch?v=_zBPAdwspfA
乃木坂46　『命は美しい』

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地の東の飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代　　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

０－２．転生司神　　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

０－３．新神推挙　　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

０－４．姉神世界　　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

http://85358.diarynote.jp/201505261619332127/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/items/books-jp/4403612105/
https://www.youtube.com/watch?v=JbAgeuQQQ1c
https://www.youtube.com/watch?v=_zBPAdwspfA


０－５．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

０－６．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

０－７．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

０－８．邪恋乱心　　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

０－９．大地蹂躙　　妹が兄を停めた。兄の軍が妹の世界を襲った。

０－10．境界封鎖　　上神レリナルが調停した。四界の壁は閉ざされた。

１．水滴大陸

１－１．創世神話　　水の子らヤツリーダムはこのように嘆き歌う。

１－２．山野渓谷　　海から上がりて沼に拡がる。山から下りて谷に拡がる。

１－３．大陸隆起　　激しい地震が幾度も起こり、沼沢小島は大陸となる。

１－４．諸国興亡　　人間が増え、壁を築いた。相争う時代が続いた。

１－５．帝国版図　　一人の王が諸国を平らげ、大王国の帝と号す。

１－６．反逆蜂起　　三身の法を唱える者たちが暴政に逆らった。

１－７．四民平等　　身分の差のない穏やかな国が北方山脈に築かれた。

１－８．平穏繁栄　　帝都と田園と山岳民は協和し栄えた。

１－９．子孫放浪　　天から悪鬼が降って来た。

１－10．七彩支族　　大陸は滅び、星の上の流浪が始まる。

２．大地世界

２－１．大地開闢　　大地女神マライアヌディアはこのように世界を始めた。

２－２．侵襲蹂躙　　大地世界は暗洞界軍に蹂躙された。

２－３．女神娘人　　女神は眠りにつき、女神の娘が統治を引き継いだ。

２－４．拡散疎遠　　人間たちは拡がり移り住み、次第に互いのことを忘れた。

２－５．女神尊孫　　女神の尊き孫娘が、大地をひとつにつなぎなおした。

２－６．白都時代　　女神の尊き孫娘が、大地にひとつの都を築いた。

２－７．二皇分都　　血の尊さを争って、都の皇家が２都に別れた。

２－８．皇女戦記　　大地に再び暗洞界が襲いきた。皇女がこれを迎え撃つ。

２－９．暗洞界史　　四界の壁が綻びる。

２－10．大地終末　　大地の世界はついに滅んだ。

３．最終戦争　　　　地球人類が自らの愚かさで母星の生態系を滅ぼす。

３－１．黄昏童話　　世界大戦が終わり数十年。次の嵐が近づいていた。

３－２．天災人災　　地球に巨大隕石接近。食い止められ第二の月となる。

３－３．宇宙開拓　　第二の月の占有を宣言した能力者集団アルバトーレ。

３－４．地球騒乱　　宇宙政策を巡り各国の思惑が乱れ、争いが始まる。

３－５．宇宙独立　　コロニスツ独立宣言。地上の「強制停戦監視」開始。



３－６．宇宙避難　　宇宙自費移民者の大量発生。「貧民総救済」計画始動。

３－７．惑星移民　　月遺跡の発掘開始。火星金星木星圏への移民計画始動。

３－８．地球汚染　　地表の汚染と海没の深刻化。貧民救済による居住地不足。

３－９．最終戦争　　外宇宙移民計画の強制起動。世論分裂。実力行使。

３－10．人狼伝説　　地球から「逃げ遅れた」人々の最期の日々の物語。

４．地球統一　　　　死滅した地球に人類と生態系が再生する。

４－１．人類逃散　　ゲフィオンの脅迫により全人類の大半が地球を離れた。

４－２．人類残存　　逃げ遅れた人、避難を拒否した人が、シェルターに残る。

４－３．人類復興　　地底や衛星から危険を冒し地表に戻り始める人々。

４－４．人類衝突　　限られた資源と生存可能圏を奪い合い、相争う人々。

４－５．人類停滞　　病に侵され短命に尽きていく人命。安定しない政権。

４－６．群雄割拠　　断続的な交流と交戦を繰り返しながら生き延びる人類。

４－７．諸国時代　　人々が囁く夢「地球統一」政府の成立。

４－８．女神再臨　　泣き虫リースマリアルが、人類の悲願を前進させる。

４－９．地球統一　　地球統一政府承認をめぐる選挙と暗闘、民族紛争。

４－10．巫女降嫁　　東の巫女王サエム・ラン、西の平民に降嫁する。 

５．暗闘連星　　　　傷ついた航時空船団が二連星に不時着する。

５－１．双生神話　　双子星に別れた人々は連絡手段も失いそれぞれ生きる。

５－２．入植者達　　ジーストとアンガヴァス、それぞれの開拓時代。

５－３．星間紛争　　電波による交信。原始的な星船での行き来が始まる。

５－４．殲滅戦道　　あい争う双子星。婚姻と争闘。

５－５．厳冬種実　　一つの星が核で滅ぶ。喉に赤い痣の子どもが生き残る。

５－６．人畜鬼神　　精神の力で物を動かし宙を跳ぶ人々、鬼と呼ばれる。

５－７．人類逆襲　　虐げられた力なき人々が、科学の力で鬼と闘う。

５－８．帝国圧政　　鬼を捕え使役する技術力を持つ人々、権力を握る。

５－９．破壊者達　　奴隷として使役された鬼たち、星間帝国に抗う。

５－10．外界接触　　星船時代の生き別れと目される人々との再会。

６．美麗天地　　　　美しい星が過失により失われ、宇宙に拡がる。

６－１．先史時代　　失われた超文明。今は誰のすがたもない都市群。

６－２．星船座礁　　傷ついた航時空船が居住可能惑星に墜落する。

６－３．碧葉王国　　先住生物ユヴァの猿族、墜ちた人々に食草を教える。

６－４．多島海史　　増え拡がる人々との争いを避け、ユヴァは遠地に消える。

６－５．自由戦乱　　境海を橋で埋め、領土の奪い合いが始まる。

６－６．帝国統一　　ゆるやかに帝国が覇権を拡げ、静かに統一が進む。



６－７．単性両性　　帝国はユヴァとの混血子孫である人々を厚遇保存した。

６－８．星船発掘　　失われた星船が発掘された。人類は文化復興を歓んだ。

６－９．崩壊発展　　押してはならないボタンが押され、地表は荒野となった。

６－10．星間連盟　　星船が星々を改造し、無数の居住可能惑星が広がる。

７．星雲政史　　　　リステラス星雲圏における人類統一政体の興亡。

７－１．星人来訪　　サエム・ランの難産を異星人が救命。地球政府成立。

７－２．気波異能　　リスタルラーナ・地球・ジーストの文化的衝突と停滞。

７－３．三国統一　　《リス・テラ・ズ》統一。

７－４．汎界協商　　星雲統一政体と認定され、《汎界協商》への加盟承認。

７－５．管理抗争　　自発出産の激減による人口管理社会の固定化。

７－６．二圏分裂　　遺伝子階級社会と実力個人主義社会の分裂対立。

７－７．外界流出　　抗争と停滞を嫌う自由人が外宇宙へ逃げ出す。

７－８．銀河寸断　　減り続ける中央人口。途絶える流通と社会資本。

７－９．地球消滅　　恒星系管理ミスによる地球消滅。星雲政府の実質解体。

７－10．星海女王 　　公的交通の絶えた宇宙を自由業者が支配する。

∞．始原終末　　　　ひとつの星間文明が終わり始まる。
∞－１．赤色巨星　　リステラス第三腕SOL恒星系の終焉。
∞－２．灰髪美麗　　旧主星テラから恒星系外縁への移住史。
∞－３．憎魔放逐　　後退し変化した者から悪魔が生まれる。
∞－４．不老長生　　科学的霊的に進化を遂げ不老不死となる。
∞－５．倦怠堕魔　　長すぎる生に倦んだ者たちが死を選ぶ。
∞－６．拡散永眠　　時空隧道を使い未知の時空へ移住する。
∞－７．混血希釈　　灰色の血が分かれて眠る。
∞－８．後史文明　　紅蓮の遺産が「後の世」に及ぼしたもの。
∞－９．永遠猿族　　原初の星にて「自然に」暮らす人々。
∞－10．灰色一族　　記憶のカケラを持つ者たちが再び集まる。

９．時空還流　　　　そもそものこの文明の終わり始まりの無限回廊。

９－１．最高学譜　　地球・リスタルラーナ・ジーストの人文科学史。

９－２．統合学府　　３世界の最高教育機関が一堂に会する。

９－３．独立自足　　権力不干渉を掲げ、３世界の境界点に衛星都市を築く。

９－４．学究研鑽　　紅蓮の技術供与による独立疑似亜空間創造計画が始まる。

９－５．生存競争　　生きることに倦んだ不老不死人のための疑似死体験教育。

９－６．鑑賞観察　　ありとあらゆる時空の記録媒体と情報体験が集まる。

９－７．技芸娯楽　　生身の肉体を動かして生きる歓びを体感しよう。



９－８．交流混乱　　疑似亜空間同士の交流学生管理に齟齬が生じる。

９－９．調停会議　　騒乱が暴動に発展し、時空駆動機関の暴走が始まる。

９－10．時空還流　　亜空間情報が高次立体誤プリントされ実異時空に墜ちる。

Ｘ．転生史略　　　　時空還流事故責任当事者と関係者の転生罰ゲーム報告等。

Ｘ－１．黒百合譚　　灰色姫の侍女〜増魔の討伐者〜大地皇女の庇護者。

Ｘ－２．清峰鋭伝　　地球水母の娘の息子。記録史上最長生。のち転生。

Ｘ－３．碧緑樹神　　大地主神。

Ｘ－４．黄金虎神　　大地水神。

Ｘ－５．灰銀狼神　　闘界神。

Ｘ－６．白光珠神　　智究慧神。

Ｘ－７．普遍在神

Ｘ－８．転生列伝

Ｘ－９．霊界人海

Ｘ－10．諸神諸仙

https://www.youtube.com/watch?v=_SBQvd6vY9s
Lord Of The Rings - Soundtrack HD Complete (with links) 

ちなみに《紅蓮》の名前の元ネタ？は、おそらく無意識に

グレンフォード・Ｔ・オガワ博士

なのだが…（＾＾；）…

超弩級ローカル＆ロートル？すぎて、

検索しても影もカケラも出ないわ…☆
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%AE%88%E6%99%82%E7%94%9F
津守時生

かろうじて、タイトルだけ発掘！

http://www2u.biglobe.ne.jp/~akita/sensei/tdoujin.html
『バーディア　砂漠の花火』 夢想院 1983.12.25 

…続きが読みたい…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=_SBQvd6vY9s
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%AE%88%E6%99%82%E7%94%9F
http://www2u.biglobe.ne.jp/~akita/sensei/tdoujin.html


（注：貼ってある漫画『パーム・シリーズ』とは、

「なぜか主要キャラ２人のビジュアルと性格がくりそつ！」という以外の

関連性はありません…ｗ）

（つまりもちろん、うちの「ウェイファンとリェン」にも似ているｗ）

おまけで３曲。

https://www.youtube.com/watch?v=qJhRtXq30Wk&list=RDdMT_B916QLk&index=7
６０のゆりかご　アイヌ語音声

https://www.youtube.com/watch?v=SqjqvkAXXD8&list=RDgVoSpBp7DEM&index=16
ANGELIQUE KIDJO - LONLON (RAVEL’S BOLERO) 

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls)
 

https://www.youtube.com/watch?v=qJhRtXq30Wk&list=RDdMT_B916QLk&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=SqjqvkAXXD8&list=RDgVoSpBp7DEM&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA


（５月26日）　一番の抑止力は「政治力」と「外交力」だ。それをお前に期待した隊
員も多かったんだぞ。

http://85358.diarynote.jp/201505262127537705/

線路陥没。震源地は再び茨城県内。いま次の瞬

間に同じものが箱根大涌谷から出るかもしれ

ない。

2015年5月26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=bD45pZjmQCE
Voyage To Avalon [Orchestra] 

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 34 分 34 分前 
大和高田１０ｍFM局から緊急連絡
埼玉（越谷局）と名古屋が完全フリ切れで通信中　新潟や富山局も聞こえる

この場合の解釈は、後方散乱電離層なので、茨城付近に大きな電離層（縦型Eスポ）が
成立の模様

つまり震源地は再び茨城県内陸ということになる

Lightworker @Lightworker19 
· 43分 43分前 
むつ市大畑町のちぢり浜で２２日朝、体長６、７メートルと見られるミンククジラが

漂着しているのが見つかった。http://bit.ly/zv8kMW

amaちゃんださんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton 
· 2時間 2時間前 
Thoton & The Newsさんがリツイートしました Thoton & The News
.@tokaiamada 東京湾にシャチ、出ました。

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 
石棺の福島「助けてください　南相馬市の女子高校生です　まだ16なのに　じわじわ
と死を感じてるんです」　http://bit.ly/1x1Juwc

neko-aiiさんがリツイート 
ウイニー @winnywinny 
· 3 時間 3 時間前 
死にたくなければ汚染食材は口にしないこと。「”突然死”遺体を解剖した女性医師「外
形は健康そうに見えても、内臓は老人のようにダメージを受けていた」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/813aa7415bb86ec42bf522de4cbd1ed4 … @neko_aiiさん
から」

特務機関NERV @UN_NERV 
· 3時間 3時間前 
【宇都宮線[宇都宮〜黒磯] 運転再開 2015年5月26日 16:48】
岡本〜宝積寺駅間で発生した線路陥没の影響で、宇都宮〜氏家駅間の運転を見合わせ

ていましたが、16:36頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運休が出ています
。

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio 
· 3時間 3時間前 
御嶽山2014年9月27日火砕流は、レベル1の状態からいきなり出たことを忘れてはなら
ない。その2週間前の地震多発は、いまの箱根山の地震多発とは比べものにならないほ
ど少数回だった。気象庁はこの火砕流を予知できなかった。だから、いま次の瞬間に

同じものが箱根大涌谷から出るかもしれない。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO 
· 3時間 3時間前 
東京都光化学スモッグ

17時15分、新たに杉並区方面も「光化学スモッグ：学校情報」が発令されました。光
化学スモッグの被害を受けた場合は保健所に連絡してください」と注意を呼びかけて

ます。http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603114316724731904/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV 
· 4時間 4時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年05月26日 15:46
】

関東甲信地方では、明日（２７日）は、光化学スモッグの発生しやすい気象状態とな

るでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
【拡散】yamayossi cmk2wl: 米軍だって4号機燃料プールの燃料がないことを確認して
いる。http://bit.ly/18PoCRG 　
https://twitter.com/Lulu__19/status/405929696027619328/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV 
· 7時間 7時間前 
【東京都心で初の真夏日】

東京都心で気温が３０度以上になった。都心で最高気温が３０度以上の真夏日になる

のはことし初めて。

http://nerv.link/16T5zp

特務機関NERV @UN_NERV 
· 8時間 8時間前 
【福岡で小学生１７人搬送 熱中症か】
福岡県の粕屋南部消防本部によりますと、26日午前11時前、福岡県須恵町にある須恵
第二小学校で運動会の練習をしていた6年生の児童17人が気分が悪いと訴えて救急車で
病院に運ばれています。

http://nerv.link/4naCq4

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 8時間 8時間前 
名無し：2015/05/26(火) 12:06 ID:XXXXXXXX
郡山出身だったのか…。脳腫瘍のあと、肺がん。
がんと闘ったアイドル・丸山夏鈴さん告別式 多くのファン集まる(福島15/05/25)
https://www.youtube.com/watch?v=YX5raDPSmrY …

特務機関NERV @UN_NERV 
· 9時間 9時間前 
【神戸地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年05月26日
10:35】
兵庫県南部では、局地的に光化学スモッグが発生しやすい気象状態になる見込みです

。屋外での活動に十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 10時間 10時間前 
【大阪管区気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年05月26日

http://85358.diarynote.jp/201505262127537705/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505262127537705/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150526/85358_201505262127537705_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150526/85358_201505262127537705_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150526/85358_201505262127537705_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bD45pZjmQCE
http://bit.ly/zv8kMW
http://bit.ly/1x1Juwc
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/813aa7415bb86ec42bf522de4cbd1ed4
http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/603114316724731904/photo/1
http://bit.ly/18PoCRG
https://twitter.com/Lulu__19/status/405929696027619328/photo/1
http://nerv.link/16T5zp
http://nerv.link/4naCq4
https://www.youtube.com/watch?v=YX5raDPSmrY


10:21】
大阪府、兵庫県南部では、局地的に光化学スモッグが発生しやすい気象状態になる見

込みです。屋外での活動に十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 10時間 10時間前 
【岡山地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年05月26日
10:11】
２６日は、岡山県で、光化学スモッグが非常に発生しやすいでしょう。屋外での活動

に十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV 
· 10時間 10時間前 
【広島地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年05月26日
09:39】
２６日は、広島県と岡山県で、光化学スモッグが非常に発生しやすいでしょう。屋外

での活動に十分注意してください。

cmk2wl @cmk2wl 
· 11 時間 11 時間前 
ふくいちライブカメラ。水蒸気で曇ってきました。

…線路立入とか人身事故とかも、一日何度も、あっちもこっちもで、起こるものであろうか…？

https://www.youtube.com/watch?v=z64HCi2rQkE
Kenji Kawai - Cinema Symphony - Ghost In The Shell OST 

War Is Over @kenshimada 
· 21 分 21 分前 
「もう一つのヒバク　電磁波について」 
http://bit.ly/19ipQBw 
・体内ホルモンのメラトニンを減少 
・癌や白血病、アルツハイマーのリスク

・諸外国は家電製品の電磁波の数値を記載

・安全と言う学者も妊婦はIHを控えよと
・日本は官僚・企業が電磁波問題を隠蔽

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
ホームセンターで大量に売られるようになったラウンドアップ除草剤

安易に使う前に作ったモンサント社がどんな企業か知っておくべし

ベトナムでダイオキシンを遺伝障害を承知で大量に投下した

http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama/1327855.html …
http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama/1375758.html …

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 2時間 2時間前 
昔、日本人が差別が大好きだった時代

山下清が大将・少将・軍曹の位とか言ってた時代

国鉄には三等車があって特等車含めて四階級あった

それから差別は嫌だという時代になってグリーンと普通車の二階級になった

今度また四階級にするんだと

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150523-00000521-san-bus_all …

War Is Overさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 2時間 2時間前 
【呼びかけ】　在宅していて、なおかつ子供がテレビを占領していない人はこのあと

１９時からのNHKニュースを見よう。おそらく安保法案の国会審議で、安倍首相が野
党議員たちを次々と論破しているように映像が編集されているものと予想されるから

。

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu 
· 4時間 4時間前 
はなゆーさんがリツイートしました 加藤郁美
@tokaiamada 【国会とNHK】　NHKは「国会審議入りした安保法案」
　http://www.47news.jp/FN/201505/FN2015052601001486.html …　ではなく「イタリ
アとタイの麺料理」を放送　

２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 4 時間 4 時間前 
名無し：05/18 16:51
snoopymaygon
原発事故後、香港にいた方からも同様の話を聞きました。最初の頃は同情的だった

のが、だだ漏れがわかってから、殴られる人もいたので日本人とわからないように、

目立たないようにしていたと。

Lightworker @Lightworker19 
· 6時間 6時間前 
【拡散】yomenagiku: 子供が「集団疎開について返事をもらってません。」と言うと
何人もいる担当者達はただマイクをたらい回しするだけだった。

Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
【拡散】onodekita 蝉が鳴いていないことには驚いたが、もっと驚いたのは、蝉が鳴い
ていないことをほとんど誰も気にしていないこと。全く何とも思っていなかった。い

くら指摘しても、ふーん、そう。で終わり。

War Is Over @kenshimada 
· 6時間 6時間前 
かなり重要。 国連事務総長＆世銀による事実上の原発オワタ宣言。
「2030年までに世界中の全ての人が電力の供給を受けられるようにする」が、「原発
は援助しない」

http://www.afpbb.com/articles/-/3004099?ctm_campaign=topstory …
つまり、安倍さんのトップセールスを彼らはサポートしないという事。

amaちゃんださんがリツイート 
iwamotokogi @iwamotokogi 
· 8時間 8時間前 
@onodekita お医者さんは出した薬に合う病名をつける。警察は逮捕した人に合う罪状
をつける。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 9時間 9時間前 
ツイッター写真に妊婦全体のレントゲン写真が掲示されたが

あれば医者の遊びによる傷害行為に他ならない

何の益もないで胎児を傷つけるだけ

好奇心から面白がって子宮を棒でつついて胎児の反応を見てるのと同じ愚劣さだ

レントゲンの恐ろしさについて理解してない医師が多すぎる！

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 9時間 9時間前 
妊娠中の骨盤レントゲン写真

http://www.itahashi-
clinic.com/2014/07/21/%E9%AA%A8%E7%9B%A4%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B2%E3%83%B3%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%88%86%E3%81%8B/
…
予定日を過ぎての骨盤のレントゲン検査では、赤ちゃんへの影響は全く心配ありませ

ん

←豪州の産科医が見たら腰を抜かす

超音波スキャナーでさえ妊娠中一回しか許されない

三ヶ月齢胎児よりは影響は少ないが無ではない

Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 
福島で　一年　育てた牛さん　この牛君が　たとえば　北海道に　行ったとします　

そして　北海道で一年　一ヶ月でも　育てるとようするに　生まれ育った土地よりも

https://www.youtube.com/watch?v=z64HCi2rQkE
http://bit.ly/19ipQBw
http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama/1327855.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama/1375758.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150523-00000521-san-bus_all
http://www.47news.jp/FN/201505/FN2015052601001486.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3004099?ctm_campaign=topstory
http://www.itahashi-clinic.com/2014/07/21/%E9%AA%A8%E7%9B%A4%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B2%E3%83%B3%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%88%86%E3%81%8B/


　数日でも現在の　育った場所の産地になるなんとまあ　「北海道産地になるんで

すよ」　http://amba.to/1lvhDWF

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
平和への道＠彡トシピコ彡 @toshipiko1 
· 15 時間 15 時間前 
ウランが枯渇するまで、核燃料のプルトニウムを、日本に造れるだけ造らせようとす

るのがアメリカだ。そのために、日本にはモルモットになってもらうと。だから、原

発はやめれなかった。そして再稼働か。Photo Greenpeace Japan 
https://twitter.com/toshipiko1/status/593225391533215744/photo/1 

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
snow-white @snowwhite0824k 
· 5月20日 
@3irori3 
精神科医に言ってやりました！

うつ状態をうつ病って言って

覚醒剤と同じ薬で

薬漬けにして社会から断絶してる

電車に飛び込んで自殺してるのも

刃物振り回して人を殺してるのも

ぜーんぶ精神科医がバラマいた

薬でおかしくなった人

なにも解決できてない

医者だんまり

https://www.youtube.com/watch?v=S05fS_V3Ros
傀儡謡 陽炎は黄泉に待たむと（中文字幕）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日21:30

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート  
北濱幹也 @kitahamamikiya 
· 12時間 12時間前 
【覆水盆に返らず】

■（ふくすいぼんにかえらず）

■一度こぼれた水は二度と盆の上に戻る事は無い

（一度原子炉から漏れ出した核燃料は二度と原子炉に戻らない）

■そして数万年にわたり地球を汚染しつづけ

■今日もＤＮＡを破壊しつづけている！ 

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto 
· 8時間 8時間前 
【はだしのゲン】は人民の直接的な原爆被害のみならず『内部被曝』や『戦争を誘導した責任

問題』や『戦争の準備として排外主義』を取り上げている。今の日本政府がやっている悪行がそ

のままに描かれており、残留放射能の内部被曝で疲弊しながら、戦争誘導されている事がよく分

かる。故に封殺されるのだ

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート  
Boyaky boyaki @bpnjx140 
· 15時間 15時間前 
自民安倍の集団的自衛権は敵と認定した敵基地も攻撃できるというのだ。こんなことが認められ

るとしたらもう何でもすることができるということではないか。政府が敵基地と認定したら世界

中の敵基地がその対象となるということだ。なぜ日本は敵国を造らなければならないのか。米国

に従属しているからだ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日21:34

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート  
Nuke Refugee @NukeRefugee 
· 5月24日    
Nuke Refugeeさんがリツイートしました 静かな夜
 
つくばエクスプレス沿線がそのまま被ばくベルト地帯。(｡-_-｡)
@3104rei228: 三郷にある医療材料メーカーの人は自らの体調不良を被曝の影響だと自覚していた
。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート  
元自衛官 @yoko_kichi 
· 5月24日 
売国奴という言葉がある。

愛すべき国の防衛に携わった者としては、許せない者たちだ。

だが不思議と「米国に日本を売る」者が咎められない。

CIAからカネをもらった岸信介・佐藤栄作。CIAからコードネームまで拝領した正力松太郎（元読
売新聞社主）

その末裔がいま日本を売ろうとしている。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート  
元自衛官 @yoko_kichi 
· 5月24日 
@SatoMasahisa 佐藤よ、お前はもう現場にいないだろう。私も同じだが、お前は政治の舞台に
いる。抑止力を振りかざして、隊員を危険にさらす、いや命を奪う法案を推進している場合じゃ

ない筈だ。

一番の抑止力は「政治力」と「外交力」だ。

それをお前に期待した隊員も多かったんだぞ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月26日21:36

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート  
よくなる @ShambhalaJapan 
· 5月25日 
畜産が豚だけではなく、周辺住民にもこんな被害を！

「これまで目に届かなかったような情報がドローン撮影によって暴かれるケースはこれからの時

代増えて行く可能性が高い」

【衝撃の真実】「ドローン」が暴いた、世界最大級・豚肉生産のリアル

http://tabilabo.com/74616/drone-investigate/ …

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート  
ぶんぶん @ranmaru302 
· 5月25日 
ぶらぶら病の時は、一度つかんだものを何度も落とすんだ。拾ってまた落とす。下り階段の最後

で膝の力が抜けて転ぶ、畳の縁でつまづく、家具で足の小指を打つ、部屋の出入りで肩をぶつ

ける、よくむせるようになる。老化と同じだよね。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート  
マンションGメン @mansion_Gmen 

http://amba.to/1lvhDWF
https://twitter.com/toshipiko1/status/593225391533215744/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=S05fS_V3Ros
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


· 5月23日 
埋立地の住宅は、絶対に買わないでほしい。もし液状化被害に遭って売主を訴えたとしても勝て

る見込みは殆どない。結局、リスクある埋立地に建つ家を買う者が悪いということになる。液状

化で傾いた戸建住宅を直すのにいくらくらいかかるか？ジャッキ調整等で1000万円前後は覚悟し
なければならない。

 
 



（５月26日）　Ring of Fire.　「何をしているんだ……。原稿を書きたまえ。」

http://85358.diarynote.jp/201505262232405660/

【 ＴＨＥ　ＢＧＭ ｓ 】 そのいち。〜QUIERO CAMBIO -
Protesta 〜

2015年5月26日 リステラス星圏史略　（創作）
　

これは「仮完成」しましたです。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201505261619332127

作業中、一時中断。脳ミソがエアポケットに喰われちゃいました。

（＾＾；）

何も考えられん。まとまったものの鑑賞もできそうにない。

…ＰＣ画面の貼り付けすぎ音楽の整理分類でもしましょうか…☆

火山たんさんがリツイート 
エビフライ@宇宙の人 @kiruria281 
· 1時間 1時間前 
「箱根山」を「大涌谷火口周辺」にするならば「富士山」は「新富士火口」と「宝永

火口」に細分化されるべきだし、「桜島」は「北岳」「中岳」「南岳」「湯之平」「

春田山」「権現山」「鍋山」「引ノ平」に細分化されるべきである。

#箱根山表記変更検討委員会

☆保存音楽☆

☆絶望をなだめる曲

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス

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】

http://85358.diarynote.jp/201505262232405660/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505261619332127
https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ


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 

☆耐えるしかないときの曲。

https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
Hang Massive - Once Again - 2011 ( hang drum duo ) ( HD ) 

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time 

https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参

☆あきらめない曲

https://www.youtube.com/watch?v=ruE7p7Al_Mc
安室奈美恵 Don’t wanna cry 1996-12-31 

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade 

https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
Katy Perry - Firework 

☆はげます曲。

https://www.youtube.com/watch?v=p4QqMKe3rwY
Abba - Chiquitita 

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns&list=RD4gLEzKPEwvo&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
https://www.youtube.com/watch?v=ruE7p7Al_Mc
https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
https://www.youtube.com/watch?v=p4QqMKe3rwY
https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA


☆カクゴをきめる曲

https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
銀河鉄道の夜 ファイナルテーマ　Gingatetsudou no Yoru - Final Theme 

https://www.youtube.com/watch?v=aCG_Umx1Kxk
SEVEN SWORDS soundtrack, by Kenji Kawai : "The Spirits of the Swords" 

☆たちあがる曲

https://www.youtube.com/watch?v=BQJPV77Cblg&list=PLFF6EC596903C0B1A
[Beverly_Hills_Cop_I] 01. Patti_LaBelle - New_Attitude 

https://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE&list=RDIOmFgIxvVzc&index=3
Monster Tubulum: Time to Start FINAL CUT 

https://www.youtube.com/watch?v=V9JJyztJLLA
『アナと雪の女王 MovieNEX』Let It Go/エルサ（イディナ・メンゼル）＜英語歌詞付 Ver.＞ 

https://www.youtube.com/watch?v=_kASjW_aPbQ
Naughty Boy - Wonder ft. Emeli Sandé 

https://www.youtube.com/watch?v=TAIxUOnGAws
venceremos 

☆歌いながら大地を歩く曲。

https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
1996 年奧運大會的主題曲-Elders Drinking Song 老人飲酒歌 

☆笑いころげる曲。

https://www.youtube.com/watch?v=IOmFgIxvVzc
Super instrument 

https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
https://www.youtube.com/watch?v=aCG_Umx1Kxk
https://www.youtube.com/watch?v=BQJPV77Cblg&list=PLFF6EC596903C0B1A
https://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE&list=RDIOmFgIxvVzc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=V9JJyztJLLA
https://www.youtube.com/watch?v=_kASjW_aPbQ
https://www.youtube.com/watch?v=TAIxUOnGAws
https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
https://www.youtube.com/watch?v=IOmFgIxvVzc


☆「何をしているんだ……。原稿を書きたまえ。」

https://www.youtube.com/watch?v=E5IIus4r-GQ
Kenji Kawai - Mezame no Hakobune - 百禽 HYAKKIN 

https://www.youtube.com/watch?v=bD45pZjmQCE
Voyage To Avalon [Orchestra] 

https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
HADZA TRIBE 

https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
QUIERO CAMBIO - Protesta 

火山たんさんがリツイート 
こびわ @kobiwa_net 
· 2時間 2時間前 
関東南部西縁部火山 #箱根山表記変更検討委員会 これならどこにあるのかよくわから
ない感じで良いかと 

火山たんさんがリツイート 
カッツェンフッターシュペンダーふぐじょ @hugujo 
· 2時間 2時間前 
神奈川県西部火山　#箱根山表記変更検討委員会　さあどうだコレで横浜も鎌倉も町田
も射程距離内だ。

…大喜利と化してんな…ｗ

★卒業音楽☆

https://www.youtube.com/watch?v=-cDvprquyiY&list=PLrUXF_Q4WQffLblLVgsmOdisfC3D7-_eP

https://www.youtube.com/watch?v=E5IIus4r-GQ
https://www.youtube.com/watch?v=bD45pZjmQCE
https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
https://www.youtube.com/watch?v=-cDvprquyiY&list=PLrUXF_Q4WQffLblLVgsmOdisfC3D7-_eP


流れる雲、輝く丘 from 耳をすませば played by ocha 

https://www.youtube.com/watch?v=Ilx-wtoPsLg
Geinoh Yamashirogumi - Ecophony Gaia Album (1990) 

https://www.youtube.com/watch?v=qdX6XrDOOrM&list=RDqdX6XrDOOrM#t=294
I Don’t Want To Miss A Thing Aerosmith アルマゲドン 【日本語字幕】.flv 

https://www.youtube.com/watch?v=A0TEs89I0RM&index=17&list=RDHCFK3nUb21doA
Yanni- Niki Nana 

https://www.youtube.com/watch?v=qJhRtXq30Wk&list=RDdMT_B916QLk&index=7
６０のゆりかご　アイヌ語音声 

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&list=RDC7WjFKrWyaI&index=25
FOLI (there is no movement without rhythm) original version by Thomas Roebers and Floris
Leeuwenberg 

https://www.youtube.com/watch?v=SqjqvkAXXD8&list=RDgVoSpBp7DEM&index=16
ANGELIQUE KIDJO - LONLON (RAVEL’S BOLERO) 

https://www.youtube.com/watch?v=G1D9eXJjpuc
ZABADAK - 歩きたくなる径 

https://www.youtube.com/watch?v=4LaKVH6z610
ZABADAK-Yasumanai tsubasa(休まない翼) 

https://www.youtube.com/watch?v=mwJVhOykBvc
Trilogia FM O Dia - Te Levar Pro Altar 

https://www.youtube.com/watch?v=sXSob5euAzQ
【MAD】 雨やどり 

火山たん @volcano_tan 
· 2時間 2時間前 
大涌谷はあくまで想定火口域の名前であるから、火山についての情報を出す時はしっ

https://www.youtube.com/watch?v=Ilx-wtoPsLg
https://www.youtube.com/watch?v=qdX6XrDOOrM&list=RDqdX6XrDOOrM#t=294
https://www.youtube.com/watch?v=A0TEs89I0RM&index=17&list=RDHCFK3nUb21doA
https://www.youtube.com/watch?v=qJhRtXq30Wk&list=RDdMT_B916QLk&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&list=RDC7WjFKrWyaI&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=SqjqvkAXXD8&list=RDgVoSpBp7DEM&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=G1D9eXJjpuc
https://www.youtube.com/watch?v=4LaKVH6z610
https://www.youtube.com/watch?v=mwJVhOykBvc
https://www.youtube.com/watch?v=sXSob5euAzQ


かり箱根山って書くべきだと思うんだよ。それも、観光を重視した意見で防災の側に

圧力をかけるなんて…これはやりすぎだと思うんだよ。

火山たん @volcano_tan 
· 3時間 3時間前 
「環太平洋造山帯」って知ってるかな？名前の通り、太平洋の周りの地学的な活動が

活発な地域なんだよ。日本やインドネシア、アラスカなど火山で有名な場所が含まれ

るんだよ。世界の火山の75%がココにあるとも言われていて、英語だとRing of Fire.カ
ッコ良いんだよ！

https://www.youtube.com/watch?v=0l3dsHCScxU
Home Free - Ring of Fire (featuring Avi Kaplan of Pentatonix) [Johnny Cash Cover] 

https://www.youtube.com/watch?v=YDCn_Mi8LFQ
Ring of Fire - Until The End Of Time
 

https://www.youtube.com/watch?v=0l3dsHCScxU
https://www.youtube.com/watch?v=YDCn_Mi8LFQ


（５月27日）

http://85358.diarynote.jp/201505270019566305/

地震、竜巻、原発、熱波…(・_・;)
2015年5月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

中米各地で洪水と地滑りと

竜巻が相次ぎ、

太平洋と東南アジアは

地震と台風の連打。

ネパールの連発大地震に続いて

インドで熱波５０℃超えって…

ヽ（・＿・；）ノ

amaちゃんださんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet 
· 1 時間 1 時間前 
テキサス史上最悪の洪水worst ever seen in Texas
http://www.msn.com/en-us/news/us/governor-says-deadly-flooding-is-worst-ever-seen-
in-texas-area/ar-BBkeRNz …

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日8:33
これ書いたの寝る前だから０：０５ぐらい？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月27日20:12
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…あ、変わりませんね、今年と…★

…ｗ（－－；）ｗ…
 
 



（５月27日）　外面完璧ＴＶ対応なのがニョゼで、不器用で社交ヘタで一芸に徹する
のみの頑固者が私（トキ・マサト）です…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201505270817321335/

転生…面白…史ｗ（＾□＾；）ｗ
2015年5月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)

おはようございます。０７：４８です。

札幌は平穏。気温は高めですが、気持ちの良い冷たい北風が吹いて現在のところ線量は低め。小

鳥が鳴いています…。

さて。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=8H9aAjx4Cuo
Tiger and Bunny AMV (OP 2 FULL) 

昨日のコレの続きに生きますがｗ

http://85358.diarynote.jp/201505261619332127/

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

http://85358.diarynote.jp/201505270817321335/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150527/85358_201505270817321335_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150527/85358_201505270817321335_3.jpg
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　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

３．最終戦争　　　　地球人類が自らの愚かさで母星の生態系を滅ぼす。

３－１．黄昏童話　　世界大戦が終わり数十年。次の嵐が近づいていた。

３－２．天災人災　　地球に巨大隕石接近。食い止められ第二の月となる。

３－３．宇宙開拓　　第二の月の占有を宣言した能力者集団アルバトーレ。

３－４．地球騒乱　　宇宙政策を巡り各国の思惑が乱れ、争いが始まる。

３－５．宇宙独立　　コロニスツ独立宣言。地上の「強制停戦監視」開始。

３－６．宇宙避難　　宇宙自費移民者の大量発生。「貧民総救済」計画始動。

３－７．惑星移民　　月遺跡の発掘開始。火星金星木星圏への移民計画始動。

３－８．地球汚染　　地表の汚染と海没の深刻化。貧民救済による居住地不足。

３－９．最終戦争　　外宇宙移民計画の強制起動。世論分裂。実力行使。

３－10．人狼伝説　　地球から「逃げ遅れた」人々の最期の日々の物語。

…の、
＞３－６．宇宙避難　　宇宙自費移民者の大量発生。「貧民総救済」計画始動。

部分ね…。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=66lRGY2OJoc
Tiger & Bunny Opening 2 

ずっと「歴史上の重要ポイントなのに、詳細が全然視えない！」と…
（＾＾；）

何度もサイコダイブしてインタビューに行っても、視えない、つかまらない…
？（－－；）？

と、思っていたんですが…（＾＾；）

なるほど！自分の電話で自分に電話をかけても、ずっと「話し中」にしか、ならないわけで…

ｗ（＾◆＾；）ｗ

じつわ「トキ・マサト」は「自分」である!?
…という仮説に基づいて、「喪われた記憶倉庫」を発掘してみたらば…

https://www.youtube.com/watch?v=66lRGY2OJoc


…あら、ｗ（＾＾；）ｗ…あった…☆

てことで、ようやくスペースコロニー内部の詳細インテリア設計（自分デザイン！）とか視えて

、愉しいわけですが…

https://www.youtube.com/watch?v=a57u3fNmEwE
TIGER & BUNNY - The Beginning - Opening 

検索おまけで「偶然」Ｔ＆Ｇの画像を見つけた時に、

夢？通信では「自分のことは虎と呼んで下さいッ！」と叫んでいた

http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/

「如是我聞（ニョゼ・ガモン）」（芸？名）氏に、

パッと見がそっくりなので、笑ってしまいましたが…

ｗ（＾◇＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=Dj8pF7JR7rc
「劇場版 TIGER ＆ BUNNY ‐The Rising‐」PV1 

ネトオフで動画と漫画を入手してみたらば、キャラはむしろ、逆ですね、この二人…ｗ

外面完璧ＴＶ対応なのがニョゼで、

不器用で社交ヘタで一芸に徹するのみの頑固者が私（トキ・マサト）です…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4
Berryz工房「友達は友達なんだ！」 (MV) 

☆　おまけメモ　☆

Ｘ．転生史略　　　　時空還流事故責任当事者と関係者の転生罰ゲーム報告等。

Ｘ－１．黒百合譚　　灰色姫の侍女〜増魔の討伐者〜大地皇女の庇護者。

Ｘ－２．清峰鋭伝　　地球水母の娘の息子。記録史上最長生。のち転生。

Ｘ－３．碧緑樹神　　大地主神。

Ｘ－４．黄金虎神　　大地水神。

Ｘ－５．灰銀狼神　　闘界神。

Ｘ－６．白光珠神　　智究慧神。

https://www.youtube.com/watch?v=a57u3fNmEwE
http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/
https://www.youtube.com/watch?v=Dj8pF7JR7rc
https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4


Ｘ－７．普遍在神

Ｘ－８．転生列伝

☆ 〜 ヨセフ・マッカーレン 〜 如是 我聞 〜 ジョゼ 〜 JOSSE 〜 

☆ 〜 ミーニエ・マリセ 〜 ヘレナ・ストゥール 〜

Ｘ－９．霊界人海

Ｘ－10．諸神諸仙

あれ？（＾＾；）

まさかジョゼ、広兄さんとかセイ・ハヤミとかまで…は、やってないよ、ね…？

（このネタ続く！）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日8:31
とりあえず、セイ・ハヤミと「広兄さん」は同一人物ぽい…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日8:57

War Is Over @kenshimada 
· 49 分 49 分前 
「私たちを世界を変えることもできるし、世界をよりよくすることもできる。変化はあなたの手

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


の中にある」

ネルソン・マンデラ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日10:22
ジョゼはセイじゃない。

アリバイあるじゃんｗ

クラレン〜アルマ。

ドクマリア〜白ウサギ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日13:31
片頭痛と目眩。(∋_∈)

左上のオヤシラズ（前世記憶）がまだ生える気らしい〜…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月27日15:48
虎さんと兎さんの

服の色と髪を逆にしたら、

笑っちゃうほどそっくりになる…たぶんｗ(^。^;)ｗ
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505270822327274/

（ネタめも）。転生　黒　歴史…（－－；）…
★

2015年5月27日 リステラス星圏史略　（創作）
https://www.youtube.com/watch?v=_1DPvhRBCAY
【東方原曲】風神録「運命のダークサイド」【高音質】.mp4 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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おっともう時間が無い。（＾＾；）

夜に書きます〜

https://www.youtube.com/watch?v=HwCDwSu6M0E
運命のルーレット廻して 

https://www.youtube.com/watch?v=vajUsmisNFQ
藤田麻衣子-運命の人
 

https://www.youtube.com/watch?v=HwCDwSu6M0E
https://www.youtube.com/watch?v=vajUsmisNFQ


（５月27日）　事態をちょっくら、解説してみましょう…☆

http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/

転生 黒 歴史を、昭和のマンガ風に解説してみる
…（＾＾；）…
2015年5月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=z2AS5pJjuyg
ロミオとジュリエット（1968年）　テーマ曲　Romeo and Juliet 

さてはて。ｗ（＾へ＾；）ｗ

うっかり私がイキナリ全部をリアルに「思い出し」たりして、（例によって）超絶ＰＴＳＤを起

こして激発暴走するのをよほど恐れているのか、誰も事件の全貌を解説してくれないのですが…

というか。

そういえばあのとき私（？）は確かに「人払い」したし、向こうも一人で入ってきた。

…その「画像？」は頭の片隅にあって、ずっと、
「じゃ、【これを観てる人】は、誰…？」と、謎には思っていたのだが。
（－－；）

まだ具体的にはナニがどーなってあなたをそこまで怒らせたのか、私がさらに激発したのか、

http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/
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全然、思い出せていないのですが…

…まぁ（〜〜；）思い出したくないし…？

まったくハナシが判らないなりに面白半分で読んでる人たちのために、

事態をちょっくら、解説してみましょう…☆

https://www.youtube.com/watch?v=p7eH9qnH8TM
Romeo and Juliet - I’m Kissing you 

超名門私立女子学園の文武両道で才色兼備な生徒会長がいたと思いねぇ。

　（＾＾；）

系列私立の、スポーツの名門だが進学率と素行の点ではかなり残念な近隣男子校の生徒会長と、

お互い言葉にも態度にも出す機会はなかったけれども、憎からず想い合っている（たぶん）状

況だったと思いねぇ。

で、名門私立の文化祭に、素行不良学園の男子生徒らが、オレらのボスの恋愛を応援？するため

の情報収集！みたいな、変なノリで大挙して、招待状もないのにムリヤリ侵入してきて、出し物

を冷やかしたり女生徒にちょっかい出したり…、し始めたと思いねぇ…。

https://www.youtube.com/watch?v=twbuT1V5mFE
West Side Story - Jet Song - Official Dance Scene - 50th Anniversary (HD) 

当然、女生徒会長は、激昂して取り締まりに現れる。

男子会長はむしろ先行したバカどもを抑えに来たつもりだったのだが、率先して迷惑行為をケシ

カケテルと思いこまれて罵り倒され、つい逆上する。

生徒も教師もＰＴＡも観ている公衆の面前で、制服ひっちゃぶかれてあわや強姦されかける…く
らいの激しい無礼があった。と思いねぇ…。

https://www.youtube.com/watch?v=wugWGhItaQA
West Side Story - Cool (1961) HD

実は武道の有段者でもあった女生徒会長、男子会長をブッ飛ばしてしまい…

https://www.youtube.com/watch?v=p7eH9qnH8TM
https://www.youtube.com/watch?v=twbuT1V5mFE
https://www.youtube.com/watch?v=wugWGhItaQA


文化祭の屋台に激突してプロパンに引火して、危うく校舎炎上、人死にが出かねないクラスの騒

動に発展し…

と、思いねぇ…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=u5SPgsdeOvw
ロミオとジュリエット／サントラ盤 

んで。

消防車と警察呼ばれて事情聴取になって。

そこで加害生徒一同が一方的に悪役ということで、もちろんスポーツ高だから全校部活が試合出

場停止とかの大騒ぎになるわけで…

しかも、女生徒会長、ほんとうは、男子会長を嫌っているわけではないもので…

…（－－；）…

いろいろ事情通の両高理事長とかが、とりあえず「関係者一同、校庭３０周！」とかの一見バカ

げた体罰系の号令をかけて時間稼ぎをしているうちに、

なんとか、善後策を考えようよ。

みたいな歴史でございまして…？

https://www.youtube.com/watch?v=W8BpcO4K9ao
10 beautiful soundtracks from 10 beautiful movies 

そのまま、「イマココ」に至る…？

？？？？？ｗ（＾へ＾；）ｗ？？？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=i928dOYLfMQ
Romeo and Juliet （What Is A Youth） ロミオとジュリエット 【720P】
 
       

https://www.youtube.com/watch?v=u5SPgsdeOvw
https://www.youtube.com/watch?v=W8BpcO4K9ao
https://www.youtube.com/watch?v=i928dOYLfMQ


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日0:13
別件同系列ネタめも。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
15000年前に、月が地球に接近してきて、大量の水を地球に明け渡して衛星となった 
https://www.youtube.com/watch?v=72Oz8ubF6bM … 
←　木内鶴彦の臨死体験は、ノアの大洪水とアトランティスの沈降を時代的にも完全に説明でき

る

月の水によって海洋の水位が数百㍍も上昇した可能性

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日0:14

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
15000年前に、月が地球に接近してきて、大量の水を地球に明け渡して衛星となった
宇宙の始まりはビッグバンでなかった　それは空間の歪み

歪みは何によってもたらされた？　意識である

https://www.youtube.com/watch?v=72Oz8ubF6bM …
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（５月28日）　亜空間情報が高次立体に誤プリントされ実異時空に墜ちる。

http://85358.diarynote.jp/201505280833573947/

「そして伝説が終わり、歴史が始まる。」

…（？？）
2015年5月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (10)
　

おや原曲が悠宙舞にない…★

https://www.youtube.com/watch?v=Z4DKLR09K3A
君の余韻 〜 遠い空の下で 〜／Lia／歌詞付き Relaxing Music 

すばらしい歌声なんですが…

…で、続きますが…、（＾＾；）
http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/

…これはいま「偶然」発掘しました…♪
https://www.youtube.com/watch?v=1WAuwop99V8
「神のみぞ知るセカイII」 OP 『A Whole New World God Only Knows』 歌詞付き 

で。えぇ。（〜〜；）

ネタバラシになっちゃいますが、

「０」と「９」は「同じ話」の、伝聞（客観伝承）と史実（主観）なわけですが…
（－－；）

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地の東の飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代　　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

０－２．転生司神　　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

http://85358.diarynote.jp/201505280833573947/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505280833573947/
https://www.youtube.com/watch?v=Z4DKLR09K3A
http://85358.diarynote.jp/201505272350219645/
https://www.youtube.com/watch?v=1WAuwop99V8


０－３．新神推挙　　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

０－４．姉神世界　　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

０－５．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

０－６．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

０－７．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

０－８．邪恋乱心　　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

０－９．大地蹂躙　　妹が兄を諌めた。悪鬼の軍勢が大地世界を襲った。

０－10．境界封鎖　　上神レリナルが調停に立ち、四界の壁は閉ざされた。 
　…
９．時空還流　　　　そもそものこの文明の終わり始まりの無限回廊。

９－１．最高学譜　　地球・リスタルラーナ・ジーストの人文科学史。

９－２．統合学府　　３世界の最高教育機関が一堂に会する。

９－３．独立自足　　権力不干渉を掲げ、３世界の境界点に衛星都市を築く。

９－４．学究研鑽　　紅蓮の技術供与による独立疑似亜空間創造計画が始まる。

９－５．生存競争　　生きることに倦んだ不老不死人のための疑似死体験教育。

９－６．鑑賞観察　　ありとあらゆる時空の記録媒体と情報体験が集まる。

９－７．技芸娯楽　　生身の肉体を動かして生きる歓びを体感しよう。

９－８．交流混乱　　疑似亜空間同士の交流学生管理に齟齬が生じる。

９－９．調停会議　　騒乱が暴動に発展し、時空駆動機関の暴走が始まる。

９－10．時空還流　　亜空間情報が高次立体誤プリントされ実異時空に墜ちる。

大地世界の民間伝承のなかで、特にエルシャムリアからの生き残り移住組の子孫である飛仙族の

あいだで、繰り返し語られている、四界崩壊譚…（－－；）…

まぁ当然のことながら、侵略者ボルドムが悪役として描かれる都合上、実際以上に、「被害者

」リーシェンソルトは、美化され悲劇化されているわけで…

私もモノガタリゴコロついて以来、ずっとその伝承歌謡を聴いて育って？きたので、すっかりイ

ンプリンティングされていましたが…

（＾＾；）

実話リーシェンソルトが「私」の前世で、グァヒギルグが「狼さん」だったとするならば…



||||（＠＠；）||||

話、そうとう、違っているはずで…＜（〜〜；）＞…

https://www.youtube.com/watch?v=KZBgRDMyXzw
Oratorio The World God Only Knows - God only knows (Full Version) w/ Lyrics 

…そしてあまりにも初歩的すぎる、自分ミスを発見というか、今ごろ自覚…
★…（－－；）…☆

あの頃、「いま忙しいから、またにしてください★」じゃなくて…

「何月何日まではこれこれのプロジェクトで忙しいので、それが明けたら少し時間がとれると思

います」って…

言う。べき。だったんだよなぁ…？

恋愛？対人？スキル、

＜（〜〜；）＞低すぎ…!!

エルと白熊さんだって結構しょっちゅう喧嘩しまくっているように思えるが、

なんだかんだ言って身内以外の迷惑になるようなところまで発展しないのは…

そのへんの基礎的コミュニケーションが、ちゃんと出来てるから。だと思う…

…（〜〜；）…

（「…そこからかい…ッ！＃」という総ツッコミが、いま、聴こえましたよ…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=wLkNnuoxjtI
Oratorio The World God Only Knows - God only knows - Secrets of the Goddess 

       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=KZBgRDMyXzw
https://www.youtube.com/watch?v=wLkNnuoxjtI


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日8:40
だいたい狼さんが逆ギレするのは、「ほっとかれた！」って思う時なので…
（－－；）…

「ほっとく」私も悪いが…

…う〜ん…

ケンカ、両成敗で…ッ！★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日8:45
違うな。「ほっとかれた」じゃなくて、

「おいて（棄てて）いかれた！」って、

「思いこんじゃった」時。か…　

（いやこれ「トラウマ」作ったのは、私が悪い…★）

　＜（〜〜；）＞

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:20
…しかし別の言い方をすると、

「仕事が面白すぎて家に帰らなくなったダンナ」と、

「仕事とアタシとどっちが大事なのッ!?」と逆切れして、
会社に殴り込みかけて放火して暴れるオクサン…

…ｗ（〜〜；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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いや俺も悪かったけど！（＝＝；）

周囲にまで迷惑をかけるのはやめよう…ッ★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:28

火山たんさんがリツイート  
神道たん @Shinto_tan 
· 26 分 26 分前 
実は、神様にも「神階」という階級が存在します。これは律令制度で文武官に与えられるものと

同じ形で天皇から授けられました。お稲荷さんの「正一位稲荷大明神」の「正一位」などがこれ

に当たります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:29

火山たん @volcano_tan 
· 9時間 9時間前 
確かに…けれど、ここでは地球という言葉を「私たちには制御できないもの」という意味で使い
ました。防災を考える時には、私たちが制御できるのは何処までの範囲かを認識した上で、その

中で何をしようか…と考える事が重要だと思っているからです。@s15taka

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:35

cmk2wlさんがリツイート  
匿名希望 @ufg2011 
· 5月26日 
残念なことながら、大半の男は馬鹿です。

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

2015年5月28日9:52

War Is Overさんがリツイート  
石塚 智浩 @T06021988 
· 12時間 12時間前 
今日道端で倒れてる人いて、助けてたのにチンピラみたいな若いヤツが、笑いながら写メ撮って

、じじい死ぬんじゃね？とか言ってて、あまりにもムカつきすぎて、叩いてしまって、警察きて

喧嘩両成敗で終わった。俺も叩くのはやりすぎだけど、どうしても我慢できなかった…けど反省
はしません！！笑

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:54

War Is Overさんがリツイート  
Angama @Angama_Market 
· 8時間 8時間前 
気象庁は箱根の水蒸気噴出を”暴噴”って呼んでるのか。日本語って便利だな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日9:58
…「星おやぢ」たちのこと…？（＾＾；）？

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
今の人類が誕生する際にかかわった多次元的存在は5種類感じられるということです。シリウス、
オリオン、プレアデス、アークトゥルス、ベガです。言い換えれば、我々という存在を生み出し

た意識の親のような存在たちです。http://bit.ly/13oQirq

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日23:48

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


Lightworker @Lightworker19 
· 7時間 7時間前 
旅をここ地球でするか、アンドロメダでするか、プレアデスでするか、オリオンでするかは関係

ない。彼らもまた皆同じ旅をしているんです。ただ皆違う段階にいるだけ。それだけの話です。

　

http://bit.ly/1yCGxoF



（５月28日）　「清少納言の君」あらため「ミカサ・アッカーマンの宮」。

http://85358.diarynote.jp/201505281603091864/

（解語の）花はどこへ行った？(;_;)
2015年5月28日 環境は、生命圏で、生存権。
今日はマダムぽわんフリーも、

「清少納言の君」あらため

「ミカサ・アッカーマンの宮」も居ないので、

…職場に潤いが足りません…

(∋_∈)

https://www.youtube.com/watch?v=JE-nmF__pXY
ジョーンバエズ／花はどこへ行った

https://www.youtube.com/watch?v=fi0dPoG4y9U
花は何処へ行った　ザ・キングストントリオ（歌詞、対訳）

 

http://85358.diarynote.jp/201505281603091864/
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（５月28日）　足して３で割って、直立二足歩行型に改造したら、

http://85358.diarynote.jp/201505282248061454/

マダムぽわんフリーの肖像。（＾ｗ＾；）

2015年5月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

（承前）

居なくてつまんなかったので、画像などモンタージュしてみる…ｗ

…本当です！ｗ

足して３で割って、直立二足歩行型に改造したら、かな〜り！

…似ると、思います…♪

https://www.youtube.com/watch?v=Sz8bSSAxdik
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アリル・アリル／アルパカ　ＰＶ

https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
yunyun アルパカらっぱからっぱ 　えこりん村

ほらこれなんかそっくり♪

https://www.youtube.com/watch?v=qJOF-b0hn7Y
むしゃむしゃしてるアルパカさん

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月28日22:57

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 13分 13分前 
何故ここにいるのかね。原稿を作りたまえ。
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（５月29日）　最大のトバッチリ被害者であらしゃられますエル＠大地世界主神マラ
イアヌ転生大魔王サマが、ぷんむくれていらっさいます…★

http://85358.diarynote.jp/201505290032442174/

…【封神】縁起…。（＾＾；）
2015年5月29日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=Mx1MmY1Bb50
Belle (Little Town) - Beauty and the Beast (1991) 

https://www.youtube.com/watch?v=tt2rBRu3lkg
BEAUTY AND THE BEAST - Learn to Control your Temper! 

＞http://85358.diarynote.jp/201505280833573947
ちなみにこの件を「私」が、「情状酌量」「本人反省」「執行猶予」…的な処分で済まそうと
いう、私情に走りまくった非公正な態度、旗幟鮮明なので…

（＾＾；）

最大のトバッチリ被害者であらしゃられますエル＠大地世界主神マライアヌ転生大魔王サマが、

ぷんむくれていらっさいます…★

…（＾＾；）…

ま、しゃーないか…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=7RyNu_Gg2uQ
Beauty And The Beast Ending 

https://www.youtube.com/watch?v=pgYEJHJXFB4
Celine Dion & Peabo Bryson - Beauty And The Beast (HQ Official Music Video) 

…アイリスのめもを書きたかったんですが、時間切れ。
（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201505290032442174/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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ちょっと「夢」を視てきますぅ…
 



（５月29日）　…どうやら本当に、「作中人物」の「真犯人」に、なってしまいまし
たね。

http://85358.diarynote.jp/201505290917196529/

「善神なお救われん。いわんや悪神をや。」

2015年5月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=ohjYpleNXBY
高达SEED life goes on 标清 

…アニメは観てないんですけどね…
（＾＾；）

「偶然」きょうの今朝、私の耳に「届けられた」曲が、コレですからね…
（＾＾；）

…どうやら本当に、「作中人物」の「真犯人」に、なってしまいましたね。
「私」…（＾□＾；）…★

んで。（＾＾；）

「眠って」起きたら、詳細「記憶」判明してまして…

…（＾＾；）…

まぁ詳細といっても、いま使ってる「生身の脳」の解像度と記憶容量の範囲内で。なので、原語

の会話の細部までは無理なんですが…

…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=gBeRhUvKSzw
2pac - life goes on - [sottotitoli italiano] 

それでも１分とか３行とかで誤解のないよう説明するのは無理なので、いずれきちんと「物語」

のカタチで、関係者の皆さんに報告謝罪文を書かなければ。と思いますが…

http://85358.diarynote.jp/201505290917196529/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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明確な反省点だけは、取り急ぎ、ご報告しておきます…。
（－－；）

あのとき、「私」は、

たとえば、はるか後の別の時代に「逃走犯のリェン・ドレングスン」が自首（？）して捕獲され

た後、ウェイファンが頑張ったように、

どんなに余裕がなかろうとも、ほんの少しでも、「一緒にいて話をする時間」を、確保するべ

きだったし…

「彼」は、「何故こんなことをしたのか！」という私の詰問に対して、

「なぜ我々を締め出したりするのか！人種差別ではないのか！」などと…、

ヤクタイもないゴタクを並べて、ニセの屁理屈で虚勢張ってカッコツケて理論闘争？をふっか

けて、さらに私を逆上させたりしないで…

ただ、言えば良かった…

「逢いたいから、来ただけです！」と…

…☆（〜〜；）★…

https://www.youtube.com/watch?v=ATvi88TgelQ
LGY Life Goes On feat 山猿 

初歩的すぎる痴話喧嘩の挙句が、あの愚かしすぎる大暴走になってしまったのだから、実被害者

と後始末関係者の皆々様には、お詫びのしようもない…

…（〜〜；）…

（どおりで、いつもいつもエルが、狼さんを、いぢめまくってた、わけだ…★）
（－－；）…★

しかしながら。

https://www.youtube.com/watch?v=ATvi88TgelQ


ひとつだけ、断固訂正させていただきますが、後世の伝聞？で、

「兄神が姉神を強姦した、そのショックで女神は自殺した」とか、

「強姦されかけたので憤激のあまり自裁した」とか、いう話になってますが…

…！（＞＜ｐ）！…

それは、事実無根です。

彼が、なにがあろうと私に、危害を加えるわけがない。

激しい口論の挙句、勝手に私が、怒りのあまり、自分の「アバター」の、顔面斬り落として「あ

なたが欲しいのはコレですか！」とかいって彼に叩きつけて、

「現実界」に戻ってしまう…（〜〜；）…という、暴挙に出ただけです…

す、…＜（〜〜；）＞…すみません…ッ★

https://www.youtube.com/watch?v=LWoLfSxkaSU
LGYankees Feat.山猿 『Good Luck Homies』

原因は、あくまでも「私」なんです。しかしだからといって、

「惚れた女にフラレタから」という理由で、腹いせと八つ当たりで、友邦２国を無惨に攻め滅ぼ

していい、という言い訳には、なりませんよねぇ…。

…ｗ（〜〜；）ｗ…

現在（？）、ボルドム世界の「独房」に、自主謹慎というか自主幽閉というか、ひきこもって

る「彼」の嘆きに寄り添って、その後に暴走しちゃった彼のやらかしたことどもの、善後策を一

緒に考えようね、と、励まして？いるところです…

…（－－；）…

彼がいつも何故そんなに私に「執着」するのかずっと謎だったんですが…

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


さらにさらにはるかな過去世で、私が彼の母親だった時に、「捨てられた」という、トラウマが

、あったんですねぇ…

…（ＴＴ；）…

https://www.youtube.com/watch?v=mCHzicKq3W4&spfreload=1
Noah And The Whale - L.I.F.E.G.O.E.S.O.N. 

で。（＾＾；）

もはや三次元でいうところの「神」レベルではあるはずの我々にとって、

「時間」は巻き戻せますが、やってしまったことを「取り消す」わけには、いかないものなので

…

…（＾□＾；）…

とにかく。（＾＾；）

対応策を考えて、結局予定よりはるかに速く「滅びてしまった」３世界の代わりに。

遺った（閉鎖中の）学究界…

（といえば聞こえはいいですが、その実たんなる「雑学ヲタの聖地」じゃねーか！（＾□＾；）

！…）

という、「智究界」エルシャムリアを、「再建」して…

https://www.youtube.com/watch?v=Q6jcjVD2Wic
Life Goes On / 導楽　MV 

魂たちの、転生「受け入れ先」を、再創造、しないと、いけませんねぇ…

…ｗ（＾＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=mCHzicKq3W4&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=Q6jcjVD2Wic
https://www.youtube.com/watch?v=y6PHJQfOpTU


https://www.youtube.com/watch?v=y6PHJQfOpTU
Nami Tamali - Realize HQ
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月29日10:06
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
①　「原子核の低温解体による核種変更除染」が起こっている事が確かに実証されました」　②

　英マンチェスター大学のチーム、好極限性細菌（extremophile bacteria）が放射能に抵抗性——
除染に役立つと発表

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/extremophile-ba.html#more …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月29日10:18

War Is Overさんがリツイート
HIRO @kakiaki1005 · 10時間10時間前
 
マレーシアに来て思うことは、郷に入っては郷に従えだね。

英語の発音とかもそうだと思う。

マレーシア人の発音も正しい発音からはかけ離れてるんじゃないかと思う。

いや、もはや正しい発音という定義も必要なのか分からない。

通じればいいんじゃね？と思ってしまう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月29日10:26

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


Lightworker @Lightworker19 · 55 分55 分前 
エントリー管理者は、「われわれは、『人間体験は、習慣化する恐れがあります』と、さんざん

警告してるんだけどねえ」とお手上げの表情だ。なんだか、タバコの箱に書いてある警告文み

たい・・・

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月29日10:28
Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
「あなたがこの瞬間に変化し、個人として、集団として意識において成長すると、あなたは過去

も未来も変えることになる。すべての時が同じ空間を占めている」時間のない領域へ マイケル・J
・ローズ http://amzn.to/xKbPt7

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月29日11:18
Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
ドッペルゲンガーは極めつけの自己否定によって もたらされた、もう一人の自分であり、それは
体験者が只ならぬ状態にいることを教えている。　http://amba.to/1mJXefg
 

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


（５月29日）　これから数年間は、二極化した人たちの戦いの時代に入ります。食料
と水の確保、大地震や噴火に備え、放射能のない安全な場所を確保して下さい。

http://85358.diarynote.jp/201505291114008642/

やっぱり原発いらねーじゃん／生命力が削られて／「自分は放射

能にやられて死んでもいいんだよ」状態。

2015年5月29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=0TN1V9jZ-v4
【PV】導楽　/　STILL　IN　LOVE 

（承前）そんなことで。（＾＾；）

そろそろ帰天（昇天）時期が近いのかもしれませんが…☆

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 4時間4時間前 
福島第一原発で水素爆発の危険性 http://japanese.irib.ir/news/latest-news/item/55079 …
放射能漏れは、1037のタンクのうち、およそ10％で見られ、汚染水タンクの下の部分
に上昇した水素などのガスが溜まり、水素爆発を起こす可能性があるということです

。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 洞爺湖町 
【M2.5】胆振地方 深さ148.3km 2015/05/29 04:02:51

http://85358.diarynote.jp/201505291114008642/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201505291114008642/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150529/85358_201505291114008642_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150529/85358_201505291114008642_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150529/85358_201505291114008642_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0TN1V9jZ-v4
http://japanese.irib.ir/news/latest-news/item/55079


(G)http://j.mp/1HULsqT (Y)http://j.mp/1J5BIgm
https://twitter.com/search?q=place%3A2ef51023343b7798

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 大樹町 
【M2.8】十勝地方 深さ18.0km 2015/05/29 02:49:15
(G)http://j.mp/1J9n4TU (Y)http://j.mp/1d23SuW

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ64.9km 2015/05/29 01:41:18 http://j.mp/1J9crQV

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ46.4km 2015/05/29 01:36:19 http://j.mp/1J9bYhx

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.6】津軽海峡 深さ1.5km 2015/05/28 17:34:20 http://j.mp/1FEGMnY

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.6】弟子屈付近 深さ142.2km 2015/05/28 13:57:16
(G)http://j.mp/1FPxlUf (Y)http://j.mp/1FPxlUh

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.9】根室地方 深さ78.9km 2015/05/28 10:37:46
(G)http://j.mp/1GF4Yc2 (Y)http://j.mp/1Av0bZJ

https://www.youtube.com/watch?v=zw8XwVGD4Ro
[Official] Mr. Low-D "櫻の華~MoTHER~ feat. GAYA-K, Licana" 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
5月29日：桜島
04時30分ごろ、九州の種子島近海で２連続の地震後、

05時07分：爆発的噴火
06時20分：爆発的噴火
07時20分：爆発的噴火

http://j.mp/1HULsqT
http://j.mp/1J5BIgm
https://twitter.com/search?q=place%3A2ef51023343b7798
http://j.mp/1J9n4TU
http://j.mp/1d23SuW
http://j.mp/1J9crQV
http://j.mp/1J9bYhx
http://j.mp/1FEGMnY
http://j.mp/1FPxlUf
http://j.mp/1FPxlUh
http://j.mp/1GF4Yc2
http://j.mp/1Av0bZJ
https://www.youtube.com/watch?v=zw8XwVGD4Ro


1955年の観測開始以来、観測史上最速ペースの爆発的噴火。 

火山たん @volcano_tan · 2 時間2 時間前 
大量の火山灰が一気に放出される噴火が起きると、人間にとってはとても危険なん

だよ。火山灰を吸い込むと肺がダメージを受けて、気管支炎などの病気になったり、

灰の量が多いと気管が詰まって窒息する事もあるんだよ。

amaちゃんださんがリツイート 
藤原直哉 @naoyafujiwara · 2 時間2 時間前 
イエメンにイスラエルが落とした核爆弾＝中性子爆弾

http://www.veteranstoday.com/2015/05/28/nuclear-war-has-begun-in-yemen/ …

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【拡散】 xingzi1110: 男前豆腐店の豆腐達には「放射能検査済」の刻印がバシッとつい
ている。自社基準と検出下限が気になったので電話してみたよ♪「基準値は１ベクレ

ルです。越えたものは出荷しません。

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
【拡散】kzooooo 福島市の子どもの学校給食の放射性物質の検出限界値は『１０ベク
レル』だが、県庁の食堂の検出限界値は『１ベクレル』だと怒り拡散中 - 日々雑感
http://hibi-zakkan.net/archives/18764 ...

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
市販の大手業者によるダシ類を測定すると、一様にキロ10ベクレル前後のセシウム汚
染が確認できる

理由について、ダシ原料の小魚類、干椎茸、昆布など、すべて放射能濃縮を起こすも

のばかり

何よりも、そうした原料の供給業者が限られていて、福島沖で漁船まるごと買いなど

を行ってるとの情報

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
昨日改めてウィーン人にチェルノの事聞いたら一ヶ月自宅待機。 ４年間外遊び禁止。
その年の夏は屋内退避 野菜も牛乳、肉など生鮮食品は販売禁止。 子供には保存食用の
粉ミルクを溶いて飲ませたって。 １０００ｋｍ離れてもこれほど対策した。
http://amba.to/14Xt5h0

http://www.veteranstoday.com/2015/05/28/nuclear-war-has-begun-in-yemen/
http://hibi-zakkan.net/archives/18764
http://amba.to/14Xt5h0


Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
【拡散】_GORI16 去年の夏、一緒に岩手のがれき置き場、焼却場の視察に行った富山
の議員さんが急性白血病で亡くなられました。僕のごっついマスクを「重装備だね〜

」と軽装で笑っておられたのを思い出します。ご冥福をお祈りしつつ、証明できない

勘ぐりがぐるぐる巡ってます。。

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
これから数年間は、二極化した人たちの戦いの時代に入ります。食料と水の確保、大

地震や噴火に備え、放射能のない安全な場所を確保して下さい。病気への免疫力の保

持など、 あらゆる準備を始める時がやってきました。　http://bit.ly/19Hqkoe

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
放射能による内部被曝をすると「自分は放射能にやられて死んでもいいんだよ、それ

も寿命さ」といった精神状態になることもチェルノブイリの研究結果でわかってい

ます。本当に恐ろしい話なのです。http://bit.ly/QwG9GH

War Is Overさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前 
３１１後、都内で被曝症状に苦しんで、チェルノに詳しい方にアドバイスされた知人

。

「汚染地と非汚染地を行ったり来たりしていると、感受性が増してしまってもっと酷

くなるから、一気に移住しなさい。」と言われて欧州に移住しました。

cmk2wl @cmk2wl · 10 時間10 時間前 
熱中症のなんたるかを JRの輸送司令室が理解してないってこと。
すぐに運転に復帰させるなんて、おかしい。

経過観察半年でも短い。

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
なんてこと。同じ運転士だ。

毎日新聞 28日(木)
２８日午後１時５分ごろ、愛知県幸田町芦谷のＪＲ東海道線幸田駅に停車した豊橋発

岐阜行き普通電車（４両編成）の男性運転士（２８）が手のしびれを訴え、運転を打

ち切った。乗客は後続に乗り換えるなどして、約３０人に影響した。

War Is Overさんがリツイート 
Nuke Refugee @NukeRefugee · 11時間11時間前 

http://bit.ly/19Hqkoe
http://bit.ly/QwG9GH


東京の人たちも一緒。通勤電車の乗降で億劫がる人が増えてきた。急病人も。

@kappel0208: 犬が大好きで、いつも犬の散歩をみてる。震災以降、次第にご近所のい
ぬたちに活気が減っている。遅かったり、下を向いたままだったり、尻尾が垂れたま

まだったり、生命力が削られてゆくのがわかる。

War Is Overさんがリツイート 
イシカワ（生きている） @ishikawakz · 20時間20時間前 
必死にしゃべる総理だが何を言ってるかわからない。 

War Is Overさんがリツイート 
原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 5月27日 
木がすかすかじゃないか 
https://twitter.com/kokikokiya/status/603544083584266240/photo/1

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 5月18日 
「赤いきつね」を食べ、急激に症状悪化。全身のあちこちが痺れ、心臓チクチク【世

田谷区在住 被曝日記】　被曝した様です、 　今までにない症状が続いているので日記
をつけていきます。 　東京都世田谷区世田谷住みです。　http://bit.ly/1jjUheD

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
高城訓子 @kunkun55 · 5月14日 
川場村に来ています。今日は世田谷区立笹原小学校の5年生が来ています。宿泊施設
の中、植え込みのところです放射線量を計りました。0.7mＳv/h超えています。こ
の音！ http://fb.me/6CWFpCwCz

https://www.youtube.com/watch?v=OEPEuLuyyYo
Rie fu　『Life is Like a Boat』 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
熊に県境があるか！　アホ！

http://www.asahi.com/articles/ASH5X7V3QH5XOIPE03J.html … 

War Is Over @kenshimada · 2 時間2 時間前 
ロシアが、米国による広島長崎の原爆投下を「永遠の犯罪」として歴史再考を提案

https://twitter.com/kokikokiya/status/603544083584266240/photo/1
http://bit.ly/1jjUheD
http://fb.me/6CWFpCwCz
https://www.youtube.com/watch?v=OEPEuLuyyYo
http://www.asahi.com/articles/ASH5X7V3QH5XOIPE03J.html
http://japanese.ruvr.ru/2014_12_26/281726009/


。http://japanese.ruvr.ru/2014_12_26/281726009/ … 
日本政府はスルーですが、日本を取り戻すなら本来はそこから始めるべき。ネトウヨ

の皆さんもそう思いませんか？

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 3時間3時間前 
RT:辺野古発「うみざる・言わざる・聞かざる」 
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/604049619069227008/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「官僚も質が落ちたものだ いや、政治家を馬鹿にしているのかもしれない
：masanorinaito氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17477.html#readmore …
安倍総理によるもう一つの馬鹿げた例示。

邦人を乗せて助けてくれる米艦の防護。

なら、自衛艦が乗せてくればいいだろうが

War Is Overさんがリツイート 
最速ニュース（NHKニュース） @headlinet · 10時間10時間前 
電力１０社と大手都市ガス４社はＬＮＧ＝液化天然ガスなどの輸入価格が下がったこ

とから、ことし７月の料金をそろって値下げすることになりました。

http://goo.gl/fb/yM8Eb6

War Is Overさんがリツイート 
赤い豚@人権屋 @cochonrouge · 11時間11時間前 
辻元清美のフェースブックに、またデマコメをつけてる奴の勤務先が自民党になって

るんだが、、、

War Is Overさんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton · 11時間11時間前 
経産省前で戦争法案（安保法制）に反対していた市民３人が逮捕された。真剣に活動

するほど弾圧は厳しくなるので、逮捕は勲章みたいなものである。しかし、それは、

権力による不当逮捕を許していいという意味ではない。警察は直ちに３人を釈放すべ

きだ。公安警察に拷問されていないだろうか。心配である

War Is Overさんがリツイート 

https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/604049619069227008/photo/1
http://sun.ap.teacup.com/souun/17477.html#readmore
http://goo.gl/fb/yM8Eb6


ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama · 11時間11時間前 
安倍晋三のヤジが話題になってるけど、注目すべきじはあのヤジが辻本議員がどんな

話をしているときにどんなタイミングで飛ばしたかだと思う、つかれたくないところ

を指摘されそうになったからそれを遮って言わせないようにするのが目的だったと私

は思ってる

War Is Overさんがリツイート 
火炎瓶テツ @tetsu_molotov · 13時間13時間前 
脱原発テントひろば前にて警官囲まれ中！

War Is Overさんがリツイート 
フジヤマガイチ @gaitifujiyama · 20時間20時間前 
日本が先の大戦で何故あんな無様なことになったのか、その答えが今の国会に全て揃

っている

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
華麗なる陰謀 @kareinaruinbou · 20時間20時間前 
最近の日本の不思議。原子爆弾を二発も落とされ、東京を空襲され、多くの日本人が

アメリカに虐殺されたのにも関わらず、現代の日本人はアメリカに好意をいだき、中

国や韓国を憎んでいる。 
https://twitter.com/kareinaruinbou/status/603804465271934977/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Self-defense @hikokuminpower · 5月28日 
@komatsunotsuma @sobtomk @onodekita 首都圏の凄まじい放射能汚染は、まさに異
常事態なのですが、それを隠蔽する政府、大手マスコミは、本当に異常ですよ。毎日

毎日電車などで、急病人が多発してるのに、まったく報道しない。日本の大手マスコ

ミは狂ってます。

War Is Overさんがリツイート 
れっどゴルゴ＠Anti-fascism @RedGolgo · 5月27日 
【節電要請３年連続見送り】

やっぱり原発いらねーじゃん

今夏も節電要請見送り　政府、太陽光の供給増で：日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H5Y_S5A520C1EE8000/ …

War Is Overさんがリツイート 

https://twitter.com/kareinaruinbou/status/603804465271934977/photo/1
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H5Y_S5A520C1EE8000/


パル @paljapan · 5月26日 
ものすごい寿司に出会った 
https://twitter.com/twiga14/status/337168187458215936/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=OVYPsKosMnM
Rie fu　『For You』

War Is Overさんがリツイート 
matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 5月14日 
富山県で大地震が生じた時、富士山が噴火すると云う。歴史が伝えている。『地震が

噴火を誘発しているのではなく、噴火の前兆現象として巨大地震が引き起こされて

いる』 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303921&g=132108 … 
https://twitter.com/matu923/status/598814209246240769/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=czt80Zky4ro
【作業用BGM】夏目友人帳OPメドレー

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月29日11:14
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 1時間1時間前 
人によって時の流れは違うものだとはいえ、原稿を書かずにタイムラインを見ている君は、時間

の経過に気づいているのかね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月29日16:56
やたらと眠くて目眩もするので北海道の噴火か地震と思っていたら、はるか南のクチノエラブが

https://twitter.com/twiga14/status/337168187458215936/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=OVYPsKosMnM
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303921&g=132108
https://twitter.com/matu923/status/598814209246240769/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=czt80Zky4ro
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


噴いた…
(・ω・;)(;・ω・)

連鎖しますね、これは。

(・_・;)
 



（５月30日）　登場するのはキリギリス(akris)のみである。…キリギリスって、ARK-
RISなの？

http://85358.diarynote.jp/201505300544121391/

【賢明なる読者】の皆さん！

2015年5月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

（承前／ムキになって記憶を頼りに復元中…ｗ）
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

…もちろんとっくにお気づきとは思いますが、「元ネタ」はこれですからね…？
http://www.ark-j.com/iwatodensetu.html
　ｄ（＾◇＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=id8R1LGn7yU
天の岩戸　天鈿女命(あめのうずめのみこと)その優美な舞から 

「最近の若い人」は（全部じゃないが）

日本が過去にアメリカと戦争してたこととか、

日本が過去に中国朝鮮に酷い侵害略奪行為を働いていたこととか、

全然知らなかったり、

日本を現に破壊抹殺しまくってるやつを愛国者と勘違いしてたり、

日本の神話も読まずに育って自分はニホンジンだと言い張ってたり…
するので、ちょっと怖い…（＾＾；）…★

いや自分はそんなことはない！と言い返したソコのあなた！

じゃあこれは「日本の音楽」か否か？

即答しなさい！ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=se3nkZUzCyg
バラタナティアム古事記 

…いや、まぁ、これの続きですが…（＾＾；）
http://85358.diarynote.jp/201505290917196529/
そんなわけで…（＾＾；）…

「私」が自分？のことを、「いと気高く美しき」とか自画自賛してるわけじゃなくて、これ、た

http://85358.diarynote.jp/201505300544121391/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505300544121391/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4003000110/
http://www.ark-j.com/iwatodensetu.html
https://www.youtube.com/watch?v=id8R1LGn7yU
https://www.youtube.com/watch?v=se3nkZUzCyg
http://85358.diarynote.jp/201505290917196529/


んに、「大地世界の神話の定型のマクラコトバ」を「翻訳している」だけですからね〜…？？

参照：

http://76519.diarynote.jp/200606020115140000/
http://76519.diarynote.jp/200603262239370000/
http://76519.diarynote.jp/200607180115090000/
http://85358.diarynote.jp/200805010031350000/
http://85358.diarynote.jp/201311152107428842/

…何回「書き直し」てるんだ、まったく…★

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地の東の飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代　　普遍自在神マンマワァガは、転生霊界を主宰する。

０－２．転生司神　　新たな魂群の揺籃として、新しい世界の卵を用意する。

０－３．新神推挙　　新たな界を司るため、若き神々から主神達が選ばれた。

０－４．姉神世界　　姉なる神リィスシェンサラルは学識と研鑽を好む。

０－５．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競争を好む。

０－６．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸と舞踊を楽しむ。

０－７．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは何もせず、ただ眺める。

０－８．邪恋乱心　　兄が姉を愛した。拒まれて逆上し、諍い、憎んだ。

０－９．大地蹂躙　　妹が兄を諌めた。悪鬼の軍勢が大地世界を襲った。

０－10．境界封鎖　　上神レリナルが調停に立ち、四界の壁は閉ざされた。

https://www.youtube.com/watch?v=ht9UUwh6FRQ
バリ島魂を揺さぶるお葬式のガムラン行進 cremation 

https://www.youtube.com/watch?v=Qep2pPISAT4
Sivakamasundari by Nithyasree mahadevan 

https://www.youtube.com/watch?v=P2D8epuXla8

http://76519.diarynote.jp/200606020115140000/
http://76519.diarynote.jp/200603262239370000/
http://76519.diarynote.jp/200607180115090000/
http://85358.diarynote.jp/200805010031350000/
http://85358.diarynote.jp/201311152107428842/
https://www.youtube.com/watch?v=ht9UUwh6FRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qep2pPISAT4
https://www.youtube.com/watch?v=P2D8epuXla8


Prajna-paramita Hrdaya Sutram (The Heart Sutra) 般若心経 

https://www.youtube.com/watch?v=B5fN6ekycm8&index=3&list=PL659BF1CCA586374E
Music of Ancient Greece - Hymn to the Sun - by Halaris 

https://www.youtube.com/watch?v=5sZMUReQqxs&list=PL659BF1CCA586374E&index=4
Ancient Greek Music: Sappho’s Wedding Hymn (Epithalamion) 

https://www.youtube.com/watch?v=zVE052V0ung
Ancient Egyptian Music - Lotus on the Nile 

♪ 完全に脱線オマケ ♪
https://www.youtube.com/watch?v=ySr9ER58e04
進撃の巨人と北欧神話について

http://85358.diarynote.jp/201402232100321824/
登場するのはキリギリス(akris)のみである。

ｗ（＾◇＾；）ｗ

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日8:13
キリギリスって、ARK-RISなの？
　ｗ（＾◇＾；）ｗ

グァヒギルグは命名当初は北欧の荒ぶる神なイメージだったんですが、

「外見イメージ」だと、むしろ「エジプト皇帝」…。
《光球都市》の異名をもつエルシャムリアの住人は

《暗黒洞窟界》（暗愚界）とか蔑称してましたが…
　…（－－：）…

https://www.youtube.com/watch?v=B5fN6ekycm8&index=3&list=PL659BF1CCA586374E
https://www.youtube.com/watch?v=5sZMUReQqxs&list=PL659BF1CCA586374E&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zVE052V0ung
https://www.youtube.com/watch?v=ySr9ER58e04
http://85358.diarynote.jp/201402232100321824/
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http://85358.diarynote.jp/


むしろエジプト〜古代ペルシャ〜スパルタ〜ギリシャ〜ローマ〜あたりまでの、

地底都市（カタコンベ）文化圏の継承者…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日8:15
エジプト名前風だと、グァフ・イグ・イ・ルーグの神。かな…？

（そしてエジプト「讃美歌」は、日本の「声明」にそっくりだ…☆）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日8:37

火山たんさんがリツイート 
カッツェンフッターシュペンダーふぐじょ @hugujo · 15時間15時間前
 
それにしてもさすがに自然というのはなかなか人が言う通りにはならないもので、3.11以降東日本
の火山がやれ揺れたの唸ったのと取り沙汰されていたのに、実際に噴火したのは中〜西南日本の

火山ばかりという。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日8:50

火山たんさんがリツイート 
雑兵A @zhy_a · 19時間19時間前 

雑兵Aさんがリツイートしました たられば
｢カメラマンで集まって飲んでいるとき､『自分が噴火に巻き込まれたら､撮る？』と話になって､

意見が分かれつつも､『危険が差し迫って､逃げられないかも？と思ったら､迷わず撮る』ことだけ

は一致した｣というのを思い出した｡

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月30日）　「罰ゲーム転生」。

http://85358.diarynote.jp/201505300844042116/

「まず罪なき者より石を投げよ」と、イエス

は言った…。
2015年5月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=lqcWl6VAB_M
Green Tara Mantra (108 Repetitions) 

私（つまり女神リーシェンソルト？）の代理人として

最近絶賛お気に入り弟子入り中の究極オレサマ人間：

リヴァイ兵長の顔を貼ろうかと思ったのですが、（＾＾；）

http://matome.naver.jp/odai/2137157253549387201

「人類最強の戦士」というマクラコトバが、

うちだとそのまま「現在判決待ち中な狼さん」

（旧リエン・ドレングスン氏）の定冠詞になってしまうので（＾＾；）

こっちの本を貼ったほうが、「場を和ます」ためには適任？だなぁ…？ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=YRSuuWhXjtk
【MAD】 エヴァンゲリオン　 Shangri-La 

選曲がバラバラですみませんが。（＾＾；）

さて。開き直ります。

エル＠大地女神を筆頭に、被害者ならびに関係者の皆々様！

…今回の「罰ゲーム転生」が…

「ちっとも楽しくなかった！」というかた、いらっしゃったら…

http://85358.diarynote.jp/201505300844042116/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505300844042116/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063884341/
https://www.youtube.com/watch?v=lqcWl6VAB_M
http://matome.naver.jp/odai/2137157253549387201
https://www.youtube.com/watch?v=YRSuuWhXjtk


名乗り出て下さい…。

全力で、「そもそもの安全装置の停止確認もせずに激情にかられて勝手に帰天してしまった総括

責任者／智究主神」である？

私が、償わせていただきます…！

　ｗ（＾◆＾；）ｗ

（つまり、「闘界主神は無罪放免」でお願いします…ッ！）

https://www.youtube.com/watch?v=NW7tWCDYHyU
シャンバラ_SHAMBALLA（地底の楽園）
:dj-REAL/利唖瑠@kolob.indigochildren 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

９．時空還流　　　　そもそものこの文明の終わり始まりの無限回廊。

９－１．最高学譜　　地球・リスタルラーナ・ジーストの人文科学史。

９－２．統合学府　　３世界の最高教育機関が一堂に会する。

９－３．独立自足　　権力不干渉を掲げ、３世界の境界点に衛星都市を築く。

９－４．学究研鑽　　紅蓮の技術供与による独立疑似亜空間創造計画が始まる。

９－５．生存競争　　生きることに倦んだ不老不死人のための疑似死体験教育。

９－６．鑑賞観察　　ありとあらゆる時空の記録媒体と情報体験が集まる。

９－７．技芸娯楽　　生身の肉体を動かして生きる歓びを体感しよう。

９－８．交流混乱　　疑似亜空間同士の交流学生管理に齟齬が生じる。

９－９．調停会議　　騒乱が暴動に発展し、時空駆動機関の暴走が始まる。

９－10．時空還流　　空間実験情報が「誤プリント」され実亜時空に墜ちる。

ってことで。つづく…。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=EKZKm7Pvw5E
主よ人の望みの喜びよ

https://www.youtube.com/watch?v=NW7tWCDYHyU
https://www.youtube.com/watch?v=EKZKm7Pvw5E


（ところで「おにいさん」の１１巻はまだ読んでません…
　だって、「お金がない」から…っｗ（新刊が買えないｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=i9VAeluflSY
Buddhist Money Mantra (108 Times)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日10:26
別口で。(^。^;)

「黒帝」さんが、「俺が闘神だと思ってた間は強姦魔だと思ってたくせに…(`ヘ´)」とヤサグレつ
います… だってあなたは日頃？の行いが…っｗ

（なぜか外見も入れ換わってるけど、とにかく私は「あの時」の黒さんと狼さんの立ち位置を取

り違えていたらしい…）
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日15:53
ていうか、黒さんと狼さんと、お互いに、相手の外見のほうが私の好み（＝気を惹くのに有利

そう？）とか、考えたわけ？

┐(’〜`；)┌

あいにくだが、私の好みって、

「庭師」サム・ギャムジーか、クリス・ハートか、キング牧師とかだよ…？
σ(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月30日23:27

https://www.youtube.com/watch?v=i9VAeluflSY
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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火山たん @volcano_tan · 16分16分前 
.@lava_ratory125 やっぱり、何人かで分担して「創作活動に使える地学知識の本」みたいな同人
誌を作るべきかな…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日0:12
War Is Overさんがリツイート 
KnZ @_KnZ · 2月27日

【お金のいらない国】http://www2u.biglobe.ne.jp/~nagaryu/okanenoiranaikuni.html …　十分な生
活が保障されたら人間が何もしなくなるというのは、毎日我慢して仕事をしている時の発想であ

って、実際は人間はそのようにはできていない。生き延びる心配から解放された人間は、他者の

役に立つことを始める。

 

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


（５月31日）　「スタッフ参加」希望者は帰天後、彼のところへ集合！

http://85358.diarynote.jp/201505310834128924/

告知。（＾＾；）

2015年5月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (9)
　

https://www.youtube.com/watch?v=KZBgRDMyXzw
Oratorio The World God Only Knows - God only knows (Full Version) w/ Lyrics 

遅くなりましたが、エルシャムリア再起動計画は元通り、ではなく、

旧副主神の黒さん（仮称／ごめん）の進言に従って、

旧私＠マサト・オキが旧地球史コロニー上で実験的に創りかけてたのに

エル＠杉谷好一に邪魔された…（＾＾＃）…

別タイプの「理想郷／試行錯誤／計画」を雛形にすることになりました…。

まだまだ記憶のあいまいな私に代わって、もともと４界分割反対論者だった黒さん（仮称）が当

面の総指揮を摂ってくれると思います…

「スタッフ参加」希望者は帰天後、彼のところへ集合！

（※「ナツキさん」の再起動ワードは、エル＠杉谷好一が知ってます…。）
＞http://76519.diarynote.jp/200611092209080000/

…さて。（＾＾；）
https://www.youtube.com/watch?v=wLkNnuoxjtI
Oratorio The World God Only Knows - God only knows - Secrets of the Goddess 
（アニメは観てませんのよ☆）

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 

http://85358.diarynote.jp/201505310834128924/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201505310834128924/
https://www.youtube.com/watch?v=KZBgRDMyXzw
http://76519.diarynote.jp/200611092209080000/
https://www.youtube.com/watch?v=wLkNnuoxjtI


　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

９．時空還流　　　　そもそものこの文明の終わり始まりの無限回廊。

９－１．統合学府　　３世界の最高教育機関が一堂に会する。

９－２．独立自足　　権力不干渉を掲げ、３世界の境界点に衛星都市を築く。

９－３．学究研鑽　　紅蓮の技術供与による独立疑似亜空間創造計画が始まる。

９－４．生存競争　　生きることに倦んだ不老不死人のための疑似死体験教育。

９－５．鑑賞観察　　ありとあらゆる時空の記録媒体と情報体験が集まる。

９－６．技芸娯楽　　生身の肉体を動かして生きる歓びを体感しよう。

９－７．交流混乱　　疑似亜空間同士の交流学生管理に齟齬が生じる。

９－８．調停会議　　騒乱が暴動に発展し、時空駆動機関の暴走が始まる。

９－９．時空還流　　空間実験情報が「誤プリント」され実亜時空に墜ちる。

９－Ｘ．天網恢恢　　事変関係者の高位霊たちがすべて輪廻の輪に戻る。

Ｘ．転生史略　　　　時空還流事故責任当事者と関係者の転生罰ゲーム報告。

Ｘ－１．白光珠神　　〜学究界神。〜エイリス〜

Ｘ－２．（黒さん）　〜学究副神。〜

Ｘ－３．灰銀狼神　　〜闘界主神。〜狼さん〜

Ｘ－４．（ジョゼ）　〜闘界参謀。〜 ヨセフ・マクラレン 〜 如是〜 ジョゼ 〜 

Ｘ－５．碧緑樹神　　〜大地女神。〜エル〜

Ｘ－６．黄金虎神　　〜大地水神。〜白熊さん〜

Ｘ－７．清峰鋭伝　　地球水母の娘の息子。記録史上最長生。のち転生。

Ｘ－８．楠木律子　　？

Ｘ－９．黒百合譚　　灰色姫の侍女〜増魔の討伐者〜大地皇女の庇護者。

Ｘ－10．諸神諸仙 



☆ 〜 ミーニエ・マリセ 〜 ヘレナ・ストゥール 〜

永遠無窮の物語。

挿話が尽きることはない…

（…「記憶」が合ってなかったら、ごめん…（＾＾；）…☆）

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=1WAuwop99V8
「神のみぞ知るセカイII」 OP 『A Whole New World God Only Knows』 歌詞付き 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日14:46
ボストンの新聞社にいた？

ジョシー・マク＝クラレンと、

ソレル女史の秘書のブラインド・クラレンは、家系つながり？

(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日15:01
クラレンはアルマトレイデ・ルア・ファルナー？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日15:18

https://www.youtube.com/watch?v=1WAuwop99V8
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作者、作に溺れる…
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日23:48
０５１１１２２．

（＠◇＠；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日23:49
０５１１２２２．

！（＠◇＠）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日23:50
War Is Over @kenshimada · 10時間10時間前 
日本ではガンジーといえば「非暴力」ばかり語られるが、彼が差別と闘い、独立の為に起こした

行動は「不当な法律には絶対に従わない」ことを支配者に示す「不服従」にあった。

http://youtu.be/Hs86OFXkqx4

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日23:56
Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
「光の戦士」たちは至るところにいて、正義と豊かさがある社会に向けた夢やビジョンを持って

います。庭園や菜園を造り水を浄化し、あらゆる命のために住むところを提供して行くでしょう

。そういう人たちが森と河川を守り自然と共生して行きます。　http://bit.ly/1ncesjY

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日23:56
Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
最後のネガティブを体験し切り、バネを最大限縮めよ。それを開放した時、貴方は大きな飛躍を

経験するだろう。地球環境での体験は、良い事も悪い事も含め、かけがえの無い体験だったと知

るだろう…　光にむかって…
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日0:00
Lightworker @Lightworker19 · 19時間19時間前 
5次元にいる、あるいはこれから5次元に生きる人も学習というプロセスを経験します。しかし課
題や体験することはかなり違います。「古い地球」は存在しなくなり「新生地球」に取って変わ

ります。その変化は破滅的ではなく、波動の層が変化する過程です。http://bit.ly/189S00Y
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201505310903314343/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月31日20:47
ミカサの宮がツンデレで

遊んでくれない…。(T_T)
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（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）



（続きます。）

 
 
 
 
 
 
 

続きます。

（＾＾；）

↓
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（2015年６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－２０１５－５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年５月）

http://p.booklog.jp/book/117983
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