


（りある？夢？日誌…）

 
 
 
 
 

  （りある？夢？日誌…）
 

http://p.booklog.jp/book/117983/read
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）

からの、

 
 

続きです…。
…（＾＾：）…

 
 

file:///tmp/puboo/118152/419685/ac42ff663b18f0144504/book/117103/read
file:///tmp/puboo/118152/419685/ac42ff663b18f0144504/book/117103/read
file:///tmp/puboo/118152/419685/ac42ff663b18f0144504/book/117418
file:///tmp/puboo/118152/419685/ac42ff663b18f0144504/book/117418
file:///tmp/puboo/118152/419685/ac42ff663b18f0144504/book/117418
file:///tmp/puboo/118152/419685/ac42ff663b18f0144504/book/117418
file:///tmp/puboo/118152/419685/ac42ff663b18f0144504/book/117418


（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年６月）

（上旬）
 
 
 
 



（６月１日）　転生記憶をさらってみたら、キャラと関係性は思い出しました。(^。
^;)

http://85358.diarynote.jp/201506011451392577

記憶スケッチｗ（めも）

2015年6月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
 
あとで画像貼ります。(^_^;)

「黒帝さん」改め、…の
暫定呼称は未定ですが、

転生記憶をさらってみたら、

キャラと関係性は思い出しました。(^。^;)

碧葉国の第三？王子。

私がイラと呼ばれていた時代のスペイン貴族の三男（庶子？）

等々。

リウァイ兵長ほど目付きは悪くないかな…(^_^;)

性格はちょっとマスタング大佐？

┐(’〜`；)┌

ロレンツォ、イル・ベッロ。

シェーンコップを足して３で割ったら、

かなり似る！ｗ

    
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201506011451392577/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506011451392577/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日14:52
死ぬほど眠い。

脳髄が麻痺してる。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日17:49
気絶寸前。(∋_∈)
たぶんこんなことしてる場合じゃない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日20:35
もう私の今回の「余生」に

ついては、エルに任せるからｗ

好きなだけ干渉して頂戴★

でも新界の名前をプリズンにするのだけはやめて〜っ！

(^人^;)

…って、「オレ様」に抵抗しといて…ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日21:00
怖いほどの満月。（・＿・；）

もういつ何が起きても

おかしくない。(-"-;)

後悔のないように、生きよう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月1日21:02
「オレ様」は本人から却下されたので、当面「レオン様」でｗ
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日19:54
＞あとで画像貼ります。(^_^;)

…「貼ってなかった」ので、いま貼りました〜！（＾＾；）ｗ　
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日20:02
 
＞ロレンツォ、イル・ベッロ。

参照⇒https://allabout.co.jp/gm/gc/430595/

古すぎて画像はなさそう…☆（＾＾；）
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「雄のライオンほど怠惰でもまぬけでもない。」というツッコミ。

http://85358.diarynote.jp/201506012356534527/

記憶スケッチ…【改】ｗ
2015年6月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
　

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=kARqUluSQzY
最遊記外伝〜風よどこへ吹く〜

いやいや、もっと似ている人たちを思い出しました…（爆笑）

足して３で割らずに、

オレサマ度５０％増量、

痛烈皮肉度１０００倍掛けぐらいで…

ｗ（＾◆＾；）ｗ

たぶん、かなり似ます…！

あんど、さらに「雄のライオンほど怠惰でもまぬけでもない。」というツッコミが来たので、も

う面倒くさいから、

【黒豹】サマと、お呼びしますよ…ｗ
http://www.bing.com/images/search?
q=%e9%bb%92%e8%b1%b9&view=detailv2&&&id=4542E4F8E18F365F55EE49422BA85756D480C9EA&selectedIndex=4&ccid=4GqhOCov&simid=608035630165459287&thid=JN.%2b9IGdjfWK2bTb0PPCtT2Dg

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
【最遊記外伝】また会う日まで【MAD】
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日0:17
Angama @Angama_Market · 5月31日 
政治変えればなんとかなると思ってるのが天動説。自分を変えないと始まらないと考えるのが地

動説。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日0:20
cmk2wlさんがリツイート 
ち　か @cheesaka · 2014年5月12日 
一日3食必要と脳に入っている人が山で遭難すると、その人は夏山での数日の遭難でも死に至る。
なぜなら、潜在意識に「食べないと死ぬ」と入っているから。

「1~2週間食べなくても水があれば生きられる」と信じてる人は生還をします。
脳をコントロールすることが病気を予防改善する秘訣とわかる

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日0:28
amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
日本から差別をなくす第一歩は天皇制と死刑制度の廃止である

人間を報復の原理で飼い慣らそうとするかぎり死刑犯罪は決して消えない

天は人の上に人を作らない

同じ人間なのに皇族に様付けして差別するような愚劣な洗脳から抜け出さない限り原発の廃止も

、万民平等思想もありえない
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日0:32
War Is Overさんがリツイート 
kasumi @ks301 · 2 時間2 時間前 
なんで日本を攻撃する意思のない国に攻撃しなきゃいけないのよ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日0:35
Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
人生はシンプルです。それが真実です。必要なことは、直感に耳を澄ませて導かれるままに行動

する勇気を持つことです。耳を澄ませていないと混乱し、複雑に考えようとします。そうなると

直感的に分かることもブロックされて益々混乱します。http://bit.ly/1oFtGzH

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日0:38
Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前 
【拡散】honky_tonk 「別の星に住む」くらいの覚悟で自分をすべて変えた時、世界も変わって
いる。パラレルワールドをシフトしたから。世界を変えるわけではなく、自分を変えて一網打尽

。【見ているものはあなた自身】

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日21:34
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 7 時間7 時間前 
世界は舞台だ、誰もが何かを演じなければならない。私の役割は英国政府の小間使い。君の役割

は原稿を書くことだ。
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けっこうあちこちの転生回で、毎度お世話になっておりますぅ…

http://85358.diarynote.jp/201506020840306037/

「ガーネット様とお呼び！」（ｗ）　＋【時をかける少女】…

2015年6月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
おはようございます。

http://85358.diarynote.jp/201506012356534527
続きです。（＾ｗ＾）ｄ

https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw
【最遊記外伝】花篝り 

好き勝手なアダナをつけられるのはコケンにかかわると思ったのか、名前を教えてもらいました

。

「ガーネット」様です。（＾＾）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%98%E6%A6%B4%E7%9F%B3

…あれ…？（＾◇＾；）…
「石言葉」で、ものすごい違和感を覚えたんですけど…ｗ

むしろこっちでは…？
http://www.ishi-imi.com/2006/07/post_2.html#story
カーネリアン

（「どっちでもいいっ！」とか怒ってます…ｗｗｗ）
（さすがの大先輩も、現代地球の非科学的ゲン担ぎにまではお詳しくないと…ｗ）

あ！さっき「もらった護符石」の色からすると、こっちが精確…？
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%A4%AC%E6%9F%98%E6%A6%B4%E7%9F%B3
アルマンディン。

♪（＾＾）♪

http://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3
＞黒色に見える鉱物がアルマンディン（鉄礬ざくろ石）です。

＞写真では黒色に写っていますが、強い光を当てると透明な濃赤色の結晶であることが観察でき

ます。

これだこれだ♪

んじゃ、（仮称）サー・ガーネット・アルマンディン。で…♪

（「ロード・オブ・ザ・ガーネット・リング」様でもいいかな…ｗ）

http://www.positivi.jp/jiten/almandine/post-1108.php
＞真実と友愛の石・アルマンディン

…やっぱり笑う…ｗｗｗｗｗ
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（参照）

http://www.houseki.jp/garnet/rhodorite.html
ロードライト・ガーネット

それはさておき、思い返してみると、けっこうあちこちの転生回で、毎度お世話になっており

ますぅ…

　☆（＾＾；）☆

一番ありがたかったのが、やっぱり、ウェイファンが円卓都市に帰還したばっかりの、浮きまく

って孤立して、呆然としてた時…

あのとき「かまって」もらえなかったら、

絶望してヤケ起こしてましたね、ウェイファン…

（なるほど、狼さん＠リエンも、頭が上がらないわけだ…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=KNFZIfCIbYM
【最遊記外伝】桜音 

あ、ちょうどいいやｗ

先輩が「サー」アルマンディン・ガーネットで、

相方様「ロード」ライト・デマントイド・ガーネットってことで…☆
http://www.houseki.jp/garnet/demantoid.html

（＾ｗ＾）ｄ　文句ないっしょ？

ちなみに、石に喩えるなら、エルはこれだよね…♪
http://www.ishi-imi.com/2009/04/post_362.html
♪ アベンチュリン ♪ 
大（＾＾）好き♪

アベンチュリンのヒーリング効果

○ネガティブな感情や思考の解消

○地球的なエネルギー

○洞察力を高める

○自律神経を整える

○疲労回復

○ストレスの緩和

○健康の促進、維持

https://www.youtube.com/watch?v=qzApByoaLxM
【最遊記外伝】infinity 

http://www.houseki.jp/garnet/rhodorite.html
https://www.youtube.com/watch?v=KNFZIfCIbYM
http://www.houseki.jp/garnet/demantoid.html
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４たす４で、８？

…揃いつつあるね…♪

https://www.youtube.com/watch?v=g2NniS-DnYs
【最遊記外伝MAD】君は宇宙 僕に月【繁中字幕】

https://www.youtube.com/watch?v=viY11iewOpM
【時をかける少女】ガーネット 

cmk2wl @cmk2wl · 16 分16 分前 
「なぜ私たちの先祖はかしこくなろうと思ったのでしょうな。もとのままの下等生物

でいればもっとらくに…生きられ…死ねた…ろう…に…進化したおかげ……で…」
絶滅前の進化ナメクジのセリフ

手塚治虫「火の鳥」

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
「平和のままなんて言葉は、あり得べからざる言葉だぞ。それは例えば、眠ったまま

というのと同じだ、起きて働いているからこそ眠る必要もできてくるわけで、戦争が

なくなりゃ平和なんてものもなくなっちまう。」筒井康隆「馬の首風雲録」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
弁護士であり、

都知事選に出馬した宇都宮さん。

2014年01月のブログで、こういう風に言ってますね。
「火炎瓶テツさんが万が一逮捕されたら、海渡さんと一緒に、強力な1000人の弁護団
をつくって闘います」http://utsu-ken.seesaa.net/article/386732678.html …

火山たんさんがリツイート 
あるしおうね @AmadeusSVX · 12 時間12 時間前 
ソーラーインパルス計画の主催者のベルトラン・ピカール氏、聞いた事のある苗字

だな、と思っていたら、それもその筈。超高高度気球のオーギュスト・ピカール（

祖父）、深海探査艇トリエステのジャック・ピカール（父）で知られる冒険一家、

ピカール家の人だったんですね。凄い血縁です。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日8:51
デマントイド様、

アルマンディン様が「真実で友愛」な態度なのは、

「アナタ限定」だけですから…っｗ

https://www.youtube.com/watch?v=g2NniS-DnYs
https://www.youtube.com/watch?v=viY11iewOpM
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日10:20
KING デマントイド 様。
Lord ライト・ガーネット様。
SIR アルマンディン様…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月2日10:22
ちなみにもっとよく似ている

有名キャラがいましたね。

(^_^;)

竜堂 始 続 終、って兄弟が…

σ(^◇^;)
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（６月２日）　妄想だけでも効果あり。

http://85358.diarynote.jp/201506022135522810/

「リスを愛でる会」／…妄想だけでも効果
あり…。ｗ（＾◇＾；）ｗ
2015年6月2日 りす＠齧歯類。 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=dtRhW2HMxI0
「時をかける少女」主題歌『 ガーネット』 

カラパイア @karapaia · 5 時間5 時間前 
【RT3800UP】 見せてもらおうか、リスの頬袋の性能とやらを。ほっぺたがパッツ
ンパッツンになっているリスを愛でる会

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52165313.html … 

カラパイア @karapaia · 6 時間6 時間前 
【RT200UP】 その怠惰さが癖になる。だる〜んな猫たちのねこあつめ
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52193316.html … 

カラパイア @karapaia · 9 時間9 時間前 
【RT3500UP】 ハグのもつ偉大なるパワー！優しく抱き合うだけで心を癒す効果が証
明される。相手がいない場合は妄想だけでも効果あり。（米研究） 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52181421.html …

https://www.youtube.com/watch?v=CwOvDQdH2-Q
時をかける少女　「変わらないもの」 

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 42 分42 分前 
一人部屋にこもり、読書やネットに耽りたい気持ちはよくわかる。しかし、それがで

きるのはやるべきことをやった者だけだ。原稿を進めなさい。
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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6月3日1:16
neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2013.02.06
福島30キロ圏内で聞いた話
「猫がたくさん死んでる」「顔が歪んで毛がみんな抜けて死んでた」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/68530a559b3e1569bd47252a0dcdd4d9 …

口を揃えていうのは「たまり水を飲んでた」

水俣病も、最初は猫が犠牲になったそうです。

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


（６月２日）　これから11年の移行期間、2つの世界が存続します。あなたは、少しず
つ人の視界に入らなくなり、再度あなたに会い、関わる人が多くなります。

http://85358.diarynote.jp/201506030034259950/

…イシに轢かれて前項時間参り…（違っ
2015年6月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

そんなわけで。（＾＾：）

http://85358.diarynote.jp/201506020840306037/

今朝の夢？でアルマンディン兄がくれた「霊輝石」の名前で、

何か気の利いた音楽は？と検索しただけなのに、

それがなにゆえ、チャッカリ？これに辿り着くかな…
？（＾＾；）？

https://www.youtube.com/watch?v=dtRhW2HMxI0
「時をかける少女」主題歌『 ガーネット』 

…と、いうことで、悠宙舞で（タダで！）

観られたので、思わず観ちゃいましたが…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=H8ykbWnwMH4
時をかける少女 full movie 

…はて…？（＾＾；）？

この歌と、アニメのなかの、いったいどこに、「ガーネット」という石の存在が…？？

で、あのかっこよかった、我が憧れの美少年、

「ケン・ソゴル」君は、一体どこへ…？？？
https://www.youtube.com/watch?v=kk3W5tLEm0w
時をかける少女-ED 

…いや、これも違う…★
…（ーー＃）…？

ＮＨＫの？、あれは…？？
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%BC

…ちなみに「私の転生史関係者のなかで、私が知ってる限り」では、

自前の「タイムりープ」能力保持者は、エル＠サキ・ランだけですが…？

…（＾＾；）…？

（あれ？「私」は、できないよね？それ…？）

（ていうか、霊的に「次元進化」しちゃえば、

そもそも「時間流は一方通行じゃない」ことに気がつくから、

あんまり意味のない、いわば「盲腸」的なチカラに…☆）

…あ〜、ハイハイ（＾＾；）…

みんなの分ね！「イメージの霊輝石」シリーズッ！

http://85358.diarynote.jp/201506030034259950/
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（小学生かおまえら…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8
Cyndi Lauper - True Colors 

黒帝＝アルマンディン・ガーネット

http://www.ishi-imi.com/2006/07/post_4.html#falsename

白兎＝ラピスラズリ

http://www.ishi-imi.com/2008/09/post_20.html#meaning

ニョゼ＝インカローズ

http://www.ishi-imi.com/2006/07/post_5.html#meaning

エル＝アヴェンチュリン

http://www.ishi-imi.com/2009/04/post_362.html

白熊さん＝ルチルクォーツ

http://www.ishi-imi.com/2006/07/post_26.html

狼さん＝アクアオーラ

http://www.ishi-imi.com/2009/04/post_9.html

エイリス＝オプティカル・カルサイト

http://www.ishi-imi.com/2009/04/post_373.html

アイリス＝ピンクトルマリン

http://www.ishi-imi.com/2013/04/pink_tourmaline.html

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

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日1:25
Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
この宇宙に高度の宇宙文明をもつ生命体が存在するのは、ほぼ間違ない。そして その生命体は、
十次元の時空を自在に操作し Time Travelをして楽しんでいる。私たちの宇宙はすべてではなく、
無数の平行宇宙のひとつにすぎません。http://bit.ly/Xj7wGi

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日10:48
Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
これから11年の移行期間、2つの世界が存続します。あなたは、少しずつ人の視界に入らなくなり
、再度あなたに会い、関わる人が多くなります。そのことに気づくでしょう。つまりその人たち

というのは、次元のゲートを通過してしまっている魂のことです。http://bit.ly/189S00Y
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http://www.ishi-imi.com/2006/07/post_4.html#falsename
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年12月14日1:54
亜IRIS…もとい（＾＾；）…

アイリスは、オレンジカルサイトでもいいかもね？

 

http://85358.diarynote.jp/


（６月２日）　地震が多すぎてコピペする気にもなれない…

http://85358.diarynote.jp/201506030138257010/

「北海道十勝地方および福島から茨城にかけて

警戒してほしい」／放射能が糖尿病と繋がって

いる。

2015年6月3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=WB_ZU1T57JQ
Power Stone (1999) パワーストーン OP 
にゃはははは☆

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
空間線量の上昇が九州から岡山県や和歌山県にまで。

http://ma-04x.net/all.html 
自然核種ではここまで広く上昇はしていませんでした。

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
この西日本の空間線量の上昇は、自然核種にしては範囲が広すぎるし、地上か

ら16000mまで、福島原発からの風を示すような風向き（GPV）はない。
韓国方面からきたのか、高空に滞留していたのが降下してきたのか…。
雨に濡れないこと。

War Is Overさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 4時間4時間前 
@yoriyori3 【地震予知】　早川正士・名誉教授「北海道十勝地方および福島から茨城
にかけて警戒してほしい」

　http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20150602/dms1506021140003-
n1.htm …

War Is Overさんがリツイート 
BOPPO @Boppo2011 · 5 時間5 時間前 

http://85358.diarynote.jp/201506030138257010/
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◆何かデータが変です

神奈川県温泉地学研究所の昨日地震回数

間違いなく３２３回と記録されてました

今確認したら、なぜか１６２回と半分になってます

実際、前ツイの24h回数でも316回なので
どう考えても、データ書き替えたのかと？

amaちゃんだ @tokaiamada · 5 時間5 時間前 
現時点で９９．９５％満月です

http://www.moonsystem.to/ 
地球と月と太陽が一直線に並ぶと、引力によって地球が30センチ歪む
これが地殻を刺激するトリガーとなる

皆既月食などが起きると、さらにトリガーが増し４０センチも歪む

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
伊方原発の放射能漏れを疑ったが、中央構造線に大規模な地殻変動が起きてラドンが

噴出していると考えた方がよいと思う

http://www.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://twitter.com/tokaiamada/status/605690794536599552/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
伊方原発周辺で線量が上がってる

http://www.whitefood.co.jp/radiationmap/

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
現在、空間ガンマ線量が平常値より大幅に下がる「爆縮」現象が起きています

行徳香取データの赤グラフ「赤いアルプス」は過去最大級、東日本震災前のデータよ

り激しい

相当な地震が近づいていると思ってください

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
MERS「300万人感染しないと非常事態ではない」、韓国当局者が発言＝「こんなバカ
な政府見たことない！」「滅びるんじゃないの？」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150602-00000055-rcdc-cn …

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前 
ストロンチウム90が電子を放出してイットリウム90になると、骨から肺、心臓、生殖

http://www.moonsystem.to/
http://www.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://twitter.com/tokaiamada/status/605690794536599552/photo/1
http://www.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150602-00000055-rcdc-cn


器などに移動するのだが、すい臓に最も高い集中見られた。インスリンがうまく生産

されないようになって、血糖値が上がってしまうのだ。放射能が糖尿病と繋がって

いる。http://bit.ly/169ODfE

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13 時間13 時間前 
名無し：2015/06/02(火) 11:58 ID:XXXXXXXX
ここんとこ些細なことでキレる奴が激増してる

しょっちゅう怖いことを言ってくるし、何かと言うと絶縁するよと宣言

これは遂に脳に来たのかもしれない

放射能もだが携帯で脳が溶けると言われてるからね

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
セシウム被曝を血管の異常収縮のせいにすり替える宣伝

青魚の脂肪で治ると

馬鹿野郎

今や青魚はストロンチウムの宝庫

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：06/02 08:29
今日の雲は地震雲らしいね(函館)
雲が月の上下をまっすぐ挟んでる怖い、地震雲なの?(札幌)

森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 18時間18時間前 
『芸能人の悲しい訃報はガンばかり〜放射能は老化を２０年早める！？』

http://amba.to/1EG6Hrr 
私が放射線作業の現場で見た光景は作業者の凄まじい老化現象だった。

十年以上もガンマ線RTを撮影してきた人たちは５０才で７０才くらいに見え、歯も抜
けて全身ボロボロだった

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
【最遊記・外伝】 最/後/の/歌 （MAD）

War Is Overさんがリツイート 
いとうせいこう @seikoito · 42分42分前 
年金情報流出、少なくとも五日間公表せずに国会やってたってこと自体がもうほんと

http://bit.ly/169ODfE
http://amba.to/1EG6Hrr
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA


にどうしようもない大事件。五日間どころじゃなさそうだし。

War Is Overさんがリツイート 
石川早生 @nomoretokyo · 1時間1時間前 
先日JR東日本の駅に行って驚いたんだけど、観光のポスターが端から福島、福島、
福島、福島、福島、茨城、栃木、みたいなかんじ。解説不要だよね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
国民の年金を管理してる所が

「ごめんね。パソコンのメールの事がよくわからなくて、添付ファイル付きのウイル

スメールをクリックしてしまい、大量の個人情報が漏れてしまいました」なんていう

報道がされてますけど『こんな危機管理のない杜撰な仕事をしてる人達に、年金を預

けてる』という事が、異常

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
ツイッター速報 @twi_tenkomori · 15時間15時間前 
【話題の画像】自転車の取り締まりきつくなったって聞いたけど、流石にこれは難易

度高すぎｗｗｗ警察のポイント稼ぎ放題ダンジョンやんｗｗｗ 
https://twitter.com/soulofsirius/status/605350728530403331/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors · 2月24日 
【（追加）マイナンバーで何が統合されうるか】

・住所

・氏名

・年齢

・顔写真

・電話

・クレジット

・購買履歴

・健康保険

・銀行預金

・電気、水道、ガス

・給与

・各種税金

・納税履歴

・年金履歴

https://twitter.com/soulofsirius/status/605350728530403331/photo/1


・資格取得

・持病

・医療情報

・ワクチン接種

・産休、育休

・図書館履歴

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月3日1:39
北海道周りの地震が多すぎてコピペする気にもなれない…

寝ます…

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


（６月３日）　かけあいのセリフがそっくり過ぎる…ッｗｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201506031330533900/

おゃ、エイリスがいたよｗ

2015年6月3日 恋愛
 
相変わらずのボサボサ頭だなぁ…ｗ
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506031353211026/

私と同姓同名で…（違っ
2015年6月3日 恋愛
 
見た目と性格はそっくりだなｗ

 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506031428446909/

「ディマトイド様」もいらっしゃった！o(^-^)o
2015年6月3日 恋愛
 
雨が降りだしましたが、

有意義な休日です…♪
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506031330533900/
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http://85358.diarynote.jp/201506031447533974/

「白熊兄」もいた！♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
2015年6月3日 恋愛 コメント (1)
…なるほど…！(＠＠)！

こういう生き方を指して、

大地の民は、

「叡知の神」と呼び、

「治水神」と讃えたわけだな…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日8:29
…う〜ん…（＾＾；）…

「原稿！」としての『四界神話』に再着手しようとしていた寸前に、コレ、

「読まされてる」現象って…

　…ｗ（＾□＾；）ｗ…

…あ〜、うん…

何をもって「知恵者」とするか…が…、
学問ヲタの楽園《エルシャムリア》の流れをくむ飛仙族の定義と、

額に汗して耕すことこそ最上の歓びとする大地民の感覚で、

食い違っていた。わけね…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506031514474108/
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エルまでいたし！ｗ

2015年6月3日 恋愛 コメント (5)
…「アルマンディン兄様」は
「一見ギャグキャラ」になってるし…ｗ

なにこの話ッ！

σ(^◇^;)。。。
       
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506032221101273/

…そのまんま狼さんだし…σ(^◇^;)。。。
2015年6月3日 恋愛 コメント (1)
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日9:20
かけあいのセリフがそっくり過ぎる…ッｗｗｗｗｗ

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


（６月４日）　なんでここまで「うちのエイリスとかにそっくり！」な、キャラ設定な
んですか〜ッ…？

http://85358.diarynote.jp/201506040918442713/

これです。（＾ｗ＾）ｇ

2015年6月4日 読書 コメント (1)
　

いや、昨日っから読んでるのは勿論、

１０８円で入手した「旧版」のほうなんですけどね…

（曲はいま検索しただけで、関係ないですｗ）

https://www.youtube.com/watch?
v=G5XYq7T2uQY&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-6OVu27xsk&index=5
Wong Fei Hung - Hero of China 

基本、大量殺人と「芸のない戦闘シーン」が延々続くハナシは嫌いなので、

（ジャッキーチェンとかの中国拳法モノは観ていて愉しいけどｗ）

三国志もアウトオブ眼中なジャンルで、孔明といえば子どもの頃に子ども向けの

三国志ダイジェスト版で読んだ、

「行いすました嫌味で人嫌いな天才道士」？…（＾＾；）…ぐらいの認識しかなかったわけなん
ですが…

いや、諏訪緑が描くと違うわ〜☆

…ってか、なんでここまで「うちのエイリスとかにそっくり！」な、
キャラ設定なんですか〜ッ…？

？？？？？（＾＾；）？？？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=2by2y3gkjcA&index=6&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-
6OVu27xsk
George Lam: Wong Fei Hung (with pinyin/translation)
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http://85358.diarynote.jp/201506040918442713/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091913261/
https://www.youtube.com/watch?v=G5XYq7T2uQY&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-6OVu27xsk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=2by2y3gkjcA&index=6&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-6OVu27xsk
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（＾＾；）

だめだ。また雨…（高線量！）
（－－；）

…続きを読みます…☆
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（６月４日）　南アルプス地下のトンネル総延長は100㎞以上！ ( 鉄道、列車 ) - リニア
中央新幹線 南アルプスに穴を開けちゃっていいのかい？

http://85358.diarynote.jp/201506041049114424/

「殺される前にとっとと逃げろ。」

ふくいちライブカメラ。4号機側が揺れてます。
2015年6月4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=qycqF1CWcXg&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-
6OVu27xsk&index=7
Background Music Instrumentals - relaxdaily - B-Sides N°1 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
ふくいちライブカメラ。4号機側が揺れてます。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
北海道：釧路・阿寒湖の近くで震度５弱。

その後も地震が連発。昨夜も同じエリアで２度おきてる。震源の深さが浅いので、た

ぶん火山関連の地震だと思う。このエリアは活火山の「阿寒岳、アトサヌプリ山」な

http://85358.diarynote.jp/201506041049114424/
http://85358.diarynote.jp/201506041049114424/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506041049114424/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150604/85358_201506041049114424_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150604/85358_201506041049114424_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150604/85358_201506041049114424_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qycqF1CWcXg&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-6OVu27xsk&index=7


ど気象庁が警戒監視してる火山がある

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
母の引っ越し荷物で家族は被爆した感じもあります。実は母の荷物が来てから長男は

２日に一度の割合で、鼻血、次男も鼻血、アトピー悪化、急に喘息になり、家族全員

頻繁に口内炎発症。犬と私は下痢が続き、口の中は小さい水泡が数個、常にあります

。　http://bit.ly/19eOF

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
最初にMERS患者が発生した学校、学生1400人が高熱などの症状に！隔離者も1300人
に拡大！アウトブレイクの恐れも

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6705.html …

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
沖縄県鳥島米軍射撃場ってどこ？地図では久米島に鳥島って場所があるけど 1998劣化
ウラン弾実弾射撃訓練してる打ち込まれた量、放射性原子の数で比較すると広島原爆

の25倍、長崎原爆の190倍。白血病の原因　http://bit.ly/LMWC5D

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
とうとう室戸岬は 6月2日から連続 30時間の湿度 100パーセント。
2015年06月03日　室戸岬(ムロトミサキ)
どれだけの異常事態なのか、わかってますか？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/606125005722632192/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Telhisa Hasegawa @telhisah · 11時間11時間前 
なるほど、「お約束」のうち、お客様情報の保護は最下位だったんですね（笑）

日本年金機構

〜お客様へのお約束10か条〜
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=315 …

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
それにしても、東電福島原発から室戸岬までの距離は約880km。
海上のバックグラウンドの湿度を押し上げているのだとしても、いったいどれだけの

放出量なのか。40トンぐらいの水を一秒で沸騰させていたら、どれぐらい水蒸気がで
るのか。

https://twitter.com/cmk2wl/status/606072706136567808/photo/1

http://bit.ly/19eOF
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6705.html
http://bit.ly/LMWC5D
https://twitter.com/cmk2wl/status/606125005722632192/photo/1
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=315
https://twitter.com/cmk2wl/status/606072706136567808/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
2015年06月03日　御前崎(オマエザキ)
長時間高湿度状態。

https://twitter.com/cmk2wl/status/606062802671779843/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
韓国で大流行し

死者も出てる「コロナウイルス」

このウイルスは変異してるみたいで「３次感染」が起こってる。結果、韓国では隔離

者が1300人以上いるみたいで、今日のTBSラジオでは「韓国からの飛行機の機内消毒
をしていない便が日本に到着してる」と報道してるけど、大丈夫なのかね？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
東京が震源の地震

今日 01時41分（震源地：東京都多摩・気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150603014609395-030141.html …）
立川断層かなと思ったけど（深さ100km）の深発地震なので、陸側に潜り込んでる
プレート内の地震ですね。変な地震が続くな 

amaちゃんださんがリツイート 
daikichikyoudai @daikichikyoudai · 14時間14時間前 
@tokaiamada さんり
西日本。あのすこしだけの虹？が日曜日にでていました。カブトムシの幼虫がなぜか

土から出てきていて、ハムスターも潜って眠らず表で寝てます。大きいのがこなけれ

ばいいですが…

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
地殻がズレ動き、花崗岩に巨大な圧力がかかって割れ始めると「圧電効果＝ピエゾ

効果」と現象が起きる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A7%E9%9B%BB%E5%8A%B9%E6%9E%9C …
地下数十キロで数百万、数千万ボルトの電気が分離し、再結合するまでの間、たくさ

んの電磁気現象を起こす

このとき地殻中の微粒子、ラドンが噴出

amaちゃんださんがリツイート 
くららん @kurararan · 16時間16時間前 

https://twitter.com/cmk2wl/status/606062802671779843/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150603014609395-030141.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A7%E9%9B%BB%E5%8A%B9%E6%9E%9C


@tokaiamada こんにちは。元東電の勝俣氏。聞いた話ですが、ドバイに親族もろとも
移住し、どうやら国籍も変えたようで、別の名前になっていると。。

もうこの世にはカツマタは存在していないことになっているようです。

こういう場合の裁判は？！もう裁判自体が成立しないのかも。。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
311後、雨雲の動きと空間線量がこれほど全国的に一致したのは初めて。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
雨雲が北海道にかかったら、線量が上昇しています。

要注意。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
日本に入って来たら大変

「強毒性ウイルス感染：韓国ＭＥＲＳ、３９８人が感染の疑い。２１０校が休校。こ

れまで死者は２名。隔離措置が取られている対象者は１３００人以上」

詳細：http://www.sankei.com/world/news/150603/wor1506030029-n1.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し(四国地方)：2015/06/03(水) 11:37 ID:XXXXXXXX
若者二人除染に行って死んだ

高校二年生が朝冷たくなって死んでた 四国だぜ

amaちゃんださんがリツイート 
脱原発の日実行委員会 @datugennohi · 22時間22時間前 
南アルプス地下のトンネル総延長は100㎞以上！ ( 鉄道、列車 ) - リニア中央新幹線 南
アルプスに穴を開けちゃっていいのかい？ - Yahoo!ブログ http://ow.ly/NGOpc

https://www.youtube.com/watch?v=XEG5DRXvuFk
2013 竹塹國樂節 中華心、竹塹情 《追追追》指揮/黃光佑 嗩吶/林子由、彭彥翰 

はげしく同意♪（＾o＾；）♪

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
オレンチなんか、バス停まで15分で行けて、大都市恵那市駅まで一日五本もバスが出
てる

http://www.sankei.com/world/news/150603/wor1506030029-n1.html
http://ow.ly/NGOpc
https://www.youtube.com/watch?v=XEG5DRXvuFk


まあ終バスが5時なので乗り遅れて３時間半かけて歩いて帰宅したこともあるが
一日数本のバスが都会まで通じてるなら、それは、めちゃめちゃ便利な田舎だよ

食料品店まで徒歩一時間以内なら最高

https://www.youtube.com/watch?v=OL5-fYnqHUo
Traditional Chinese Music-纯音乐-青藏高原

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
３１１前は、お散歩が好きで、大好きな人と手をつないで東京を何キロも歩いた。神

保町や、神楽坂、特に好きだったのは昭和を思い出す、谷中や下町。お肉屋さんのお

いしいコロッケ。人情のある暮らし。そんな大切なものが残っている街。野良猫がい

ると写真を撮ったり、何でもない毎日が幸せだった。

https://www.youtube.com/watch?v=iknGg9l4a7s
沧海一声笑 黄沾 徐克 罗大佑 

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11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。

https://www.youtube.com/watch?v=UwsY_foobEw
Sander van Doorn, Martin Garrix, DVBBS - Gold Skies (ft. Aleesia) [Official Music Video] OUT
NOW 
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カドカワ、オワッタワｗ

地震の巣の上に

核廃棄物処理場が載ってる

埼玉に新拠点だと？

(‾○‾;)

必死で海外に軸足を遷してる

講談社を見習えよ…

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日22:27
また激しい雨。

気温が急降下中。

おかしい。(・_・;)
いったいどうなっているんだ？
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（６月５日）　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

http://85358.diarynote.jp/201506052348373505/

（仮）

2015年6月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=7NqtDCVvH24
Harry Potter soundtracks - My top 10 

こんばんは。２３：２４になっちゃいました。

え〜となんだっけ…（＾＾；）

「映画って、本ッ当〜に、素晴らしいですね！」

…じゃなくて…（＾＾；）

関東の梅雨時じゃあるまいし、まさかの３連休がすべて雨で、予定が全滅！

（２日目にちょろっと古本売りと古本買いにだけは行ったけど）

ってことで…（－－＃）…

漫画を１０冊一気読み（全１４巻。ラスト４冊は未入手）したあと、

http://85358.diarynote.jp/201506040918442713/

今日は手持ちのＤＶＤ（映画館で鑑賞済み／古ＤＶＤを特価２５０円とかで入手してたまま見損

ねていたやつ）を２連続上映で…
…（＾＾；）…

http://www.cinematoday.jp/movie/T0005215
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団

と、貼ってあるやつね…（＾ｗ＾；）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%85%E3%81%AE%E4%BB%B2%E9%96%93

http://85358.diarynote.jp/201506052348373505/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506052348373505/
http://diarynote.jp/items/dvd-jp/B00005Y6Q2/
https://www.youtube.com/watch?v=7NqtDCVvH24
http://85358.diarynote.jp/201506040918442713/
http://www.cinematoday.jp/movie/T0005215
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%85%E3%81%AE%E4%BB%B2%E9%96%93


「三国志の孔明と趙子龍」の会話が、

前世記憶？の「私と狼さんの会話」にそっくりだったのにも笑いましたが、

（あと三日くらいするときっと「我こそは孔明の生まれ変わりな〜りっ！」とか言い出すベクレ

脳な私じゃないかとヒヤヒヤしてますがｗ）

やっぱり、「庭師」サム・ギャムジー氏は最高にツボですｗ

いい男だ〜っ♪♪　o（＾＾）o

…ってハナシじゃなくて…☆

リステラスの物語…は、全体構想？の大枠はおそらく、私が８〜１０歳のころにはすでに組み
上がっていて、しかしながら、なにぶん１０歳かそこらなので、伝達された？情報のすべてをう

まく消化吸収して日本語変換できたわけじゃなくて。

（＾＾；）

その他もろもろ…

あるんですけど。現在おなかが空いてしまって、うまくまとまらないので、

またいずれの機会に…☆

https://www.youtube.com/watch?v=4-hG-ACbuFY&list=PL42D78FB3DD836229
The Fellowship of the Ring ST-05-The Black Rider 

火山たん @volcano_tan · 10時間10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6月6日0:31
Lightworker @Lightworker19 · 2時間2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

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
日本には、奈良県の天川、丹後半島の天橋立、宮城県の松島を始めとする東北地方など、超古代

に宇宙人が行っていたプロトタイプの創成・教育計画と縁の深い地が数多く、特に宮島周辺は、

プレアデスと地球をつなぐ世界有数の「扉」の一つです。http://bit.ly/gAODcL

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
日常レベルでパラレルが交錯する瞬間を 意識する時がやってくるかもしれません。 そして、それ
はシンクロなどと同様、やがて あって当然のことのように理解される日が 我々に訪れるかも知れ
ません。 http://amba.to/LsrJ9u

…なんでことごとく、「ネタがかぶる」わけ…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月6日0:46
とにかく、（＾＾；）

「私」がじつわ「リーシェンソルトである」というコペルニクス的大転回が発覚してしまった

以上、細部の設定をすべて洗い直さなくちゃいけないという…
…（－－；）…

狼さんの仲間が喜び勇んで創り上げた「ひとつの理想世界」が、

闇のモルドールと同じありようであるはずがないわ〜っ★

 

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


（６月５日）　「りある」のほうが、「リステラスの小エピソードの実体化」としか思
えなくなっている現状は、どうにかして頂きたい…

http://85358.diarynote.jp/201506060042257243/
「熊谷」にストロンチウム／アメリカ西岸は被災地／逃げる都民を閉じこめて、自民党だけ優先

避難。2015年6月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（承前）

…それにしても、「りある」のほうが、
「リステラスの小エピソードの実体化」としか

http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
思えなくなっている現状は、どうにかして頂きたい…
…（〜〜＃）…

neko-aii @neko_aii · 26 分26 分前 
１９７９年以降の小児マヒは、全て『小児マヒワクチン』自体が

引き起こしたものである（ワシントンポスト誌）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ac99f15a62e96e977c0010237afaea6e …
小児マヒの強制予防接種が行われた地域では、

小児マヒ発生率が、行われなかった地域に比較して７倍増加

Lightworker @Lightworker19 · 27 分27 分前 
場所はどこですか？ 東日本であれば、呼吸による被曝症状の可能性が極めて高いと思
います。東日本では、目も覆うタイプのガスマスクが必要な線量だと思います。東京

がチェルノブイリになっています。危険です L_T_L_A この数日、喉の痛みと目がか

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506060042257243_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506060042257243_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506060042257243_3.jpg
http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ac99f15a62e96e977c0010237afaea6e


すむ。何かあるのか？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 55 分55 分前 
19時36分に発生した東京都が震源の
（M3.0　深さ50km）の地震は、江戸川区の（カラオケ 茶茶）から30mが震源。非常に
珍しい震源の直下型地震。しかも埼玉と神奈川が震度１

気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150605194033395-051936.html … 

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
【拡散】onodekita これすごい。ヒバク前提で、プールの方がサッカーよりも低い。プ
ールサイドの方がヒバクするから、泳いだ方がいいって・・

・http://www.nhk.or.jp/fukushima/hamaa/movie_wk/wk_chapter_0703.html ………… ト
ンデモを超してるぞ。 
https://twitter.com/onodekita/status/327974440401006593/photo/1

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
岩波『科学』 @IwanamiKagaku · 2時間2時間前 
「独自のトンデモ解釈を閣議決定する行為は立憲主義の否定であり、法治国家の放棄

宣言に等しい。「首相によるクーデター」と呼ぶほかない。」（半田滋『日本は戦争

をするのか』http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/43/6/4314830.html …岩波新書1483）

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
関東の道端には、白骨死体や腐乱死体が山積みされ腐臭を発し、あたかも中世ヨーロ

ッパの黒死病流行に匹敵しよう。医者たちは、恐ろしくなり次々と西日本へ脱出し、

医療システムは崩壊し、癌患者はのたうちまわりながら死を待つしかない

。http://bit.ly/XpHuRb

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
クリス・バズビー 
「ストロンチウム90は、1mSvの内部被曝をすると、
その影響は300mSvの外部被曝に相当します」
首都圏最悪の汚染地帯は埼玉だった！！千葉より凄い

「熊谷」にストロンチウムが大量に来てる 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4fa2eb24fe601ac979fbb74fa8bf6d73 …

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 5 時間5 時間前 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150605194033395-051936.html
http://www.nhk.or.jp/fukushima/hamaa/movie_wk/wk_chapter_0703.html
https://twitter.com/onodekita/status/327974440401006593/photo/1
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/43/6/4314830.html
http://bit.ly/XpHuRb
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4fa2eb24fe601ac979fbb74fa8bf6d73


最近集会やデモで逮捕された人には微罪であっても裁判所はいとも簡単に「接見禁止

」を出す。「接見禁止」は証拠隠滅や逃亡の恐れがある被疑者に基本限定されるはず

だが、その拡大解釈振りも凄まじい。

http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=7716

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
Hideyuki Hirakawa @hirakawah · 6時間6時間前 
Hideyuki Hirakawaさんがリツイートしました ひろみ
憲法と法律の関係を逆転。立憲主義を知らないんじゃなくて、やる気満々で破壊して

るんだろうな。 

neko-aiiさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
名無し：05/18 16:52
etosha0824
今朝の新聞折込広告にはおどろいた。都内で増えてるから、広告をうったのかな。上

質な紙に、大きな字で。40歳以上必読です、と。
「白内障対策のキメ手」

「白内障と黄斑変性になりたくないなら、薄色レンズのサングラスがおすすめです」

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
太平洋回遊魚　鰹　鯖　鰯　秋刀魚　鰺などを食べると、最初に耳下腺が腫れて、次

になんともいえない倦怠感、不快感がやってきて、突然、歯槽膿漏や水虫が悪化する

完全に被曝症状、ストロンチウム９０が海産物汚染の主役に変わりつつあるが、まっ

たく測定されていない

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
明日の自由を守る若手弁護士の会 @asuno_jiyuu · 8時間8時間前 
【戦争法案は合憲って語る憲法学者、「たくさん」いるなら出てこーい】「たく

さん」って、誰。官房長官が教えてくれないから、調べました。http://www.asuno-
jiyuu.com/2015/06/blog-post_5.html … 
https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/606714290674868224/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
北海道の山沿いに季節外れの雪　十勝岳温泉では積雪5cm超える
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150605-00000056-fnn-soci …
うちも寒くて、朝からジャンパー着てる

http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=7716
http://www.asuno-jiyuu.com/2015/06/blog-post_5.html
https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/606714290674868224/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150605-00000056-fnn-soci


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8時間8時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました ぼたもち
名無し：06/03 00:38 ID:
https://twitter.com/kobu3222/status/604962042252918784 …
長女が喉が腫れて気道閉塞し緊急入院した三日後、母が肺炎、父が脳梗塞になって入

院した。息子が職場に報告したら嘘ついてると上司達に怒られたらしい。こっちが嘘

だと思いたかった。

特務機関NERV @UN_NERV · 9 時間9 時間前 
【去年の出生率1.42 子どもの数過去最少に】（続き）
出生率が前の年を下回ったのは平成17年以来です。去年生まれた子どもの数は100
万3532人でこれまでで最も少なくなりました。
（2015年6月5日 14:37 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北海道・十勝岳温泉で季節外れの雪】

オホーツク海で低気圧が発達、北海道に冷気が流れ込み、上富良野町の高地にある十

勝岳温泉で季節外れの降雪。

http://nerv.link/vH3VL1

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 10時間10時間前 
現役医師20人に聞いた「患者には出すけど、医者が飲まないクスリ」糖尿病 高血圧 花
粉症 インフルエンザ完全保存版一覧表 http://bit.ly/1bk9u39

amaちゃんださんがリツイート 
ロナルドgo @suncross11 · 11時間11時間前 
@tokaiamada アメリカ西海岸では特にその影響が顕著になってます。もう被災地の一
部です。汚染水垂れ流しの日本政府の無策ぶりに住民はカンカンです。

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
震災（原発事故も）発生時の東京都の交通規制

要するに、逃げようとする都民を全員閉じこめて、大金持ちと自民党政治家、特権階

級だけを優先して避難させるための段取り

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shinsai_kisei/image/tirashi_1_270309.pdf …

https://twitter.com/kobu3222/status/604962042252918784
http://nerv.link/vH3VL1
http://bit.ly/1bk9u39
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shinsai_kisei/image/tirashi_1_270309.pdf


War Is Overさんがリツイート 
まえだヒソカ♪LOVE ＆ PEACE @hisoka_maeda · 12時間12時間前 
運動関係への弾圧が一斉に行われているのは、どうやら気のせいじゃないみたいだ。

うさはかせ Prof.Lièvreさんがリツイート 
ツブヤキタイガー @TWITTING_TIGER · 15時間15時間前 
御前崎市、平和都市宣言へ　原発立地で長年見送り | 静岡新聞 http://www.at-
s.com/news/detail/1174202107.html …

amaちゃんださんがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 · 15時間15時間前 
『WHOが抗ガン剤を全面禁止』WHO理事会は、２０１４年５月の理事会で
「抗ガン剤を用いるガン化学療法は、極めて危険性が高く、加盟国政府に全面禁止を

勧告する」　と決議しているのにも関わらず日本医師会は堂々と抗がん剤を使用して

いるが、「殺人行為」ではないか!

cmk2wlさんがリツイート 
runa2012　 @runa20121 · 15時間15時間前 
@cmk2wl 星野金山で発生した鉱夫の塵肺と同じです
。http://www.kuwashima.jp/hoshino/kinzan/kinzan.html …
鉱夫は塵肺で廃人となり、救済要求運動が起こりましたが、

決着が付く前に全員野垂れ死、救済運動も消滅したそうです。

War Is Overさんがリツイート 
ろは @_rxj4 · 6月4日 
全国およそ20ヵ所の関係先を家宅捜索ってなんなんだ。。反基地運動全体を潰すつも
りなのか、、

cmk2wlさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 6月4日 
水蒸気の大量噴出が始まっている。この水蒸気は中性子線を発する水蒸気のようだ。

水自体が放射化されている。米国政府の分析は、福島はチャイナ・シンドロームより

も深刻で、破壊された原子炉は格納容器障害の最悪のタイプだという

。http://enenews.com/govt-analysis-fukushima-serious-china-syndrome-worst-type-
containment-failure-all-3-reactors …

neko-aii @neko_aii · 7時間7時間前 

http://www.at-s.com/news/detail/1174202107.html
http://www.kuwashima.jp/hoshino/kinzan/kinzan.html
http://enenews.com/govt-analysis-fukushima-serious-china-syndrome-worst-type-containment-failure-all-3-reactors


"dadajiji 2015年4月4日
（ずくなしさんより）山形の方より：

胎児が既に癌と判明

友達の親戚２人が白血病

主人の職場の同僚２人が白血病

友達の20代の知人白内障手術
庭木の奇形

親戚の飼い犬の突然死

近所の飼い犬甲状腺の病気

若い犬なのに白内障

あっこんなのあった…ッｗ
http://76519.diarynote.jp/200612092329380000/

『　（献辞）　(笑)　』　（いつだ？先代PCを使用☆）　　
2006年12月3日 連載（2周目・地球統一〜ESPA） 
　

　敬愛する多戸雅之（たこ・まさゆき）

　（＝津守時生（つもり・ときお））先生と、

　わたしに環境意識（エコロジー）をおしえ、

　生きかたを変える（さばくにきをうえる）力をくれた、

　グレンフォード・A・オガワ博士　へ。

http://76519.diarynote.jp/200611160004460000/
ちなみにどうやら、

「アルカスはエイリスだった」らしい…☆

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
てんでんバラバラに津波から逃げろと教える「津波てんでんこ」と放射能被曝は同

じだ。周りを見回していたら全員共倒れになる。てんでんバラバラに逃げるんだ。ま

ず自らの命、家族の命を守ることが第一優先。一人ひとり気づいた人間から移住する

ことで、大きな力になる。

http://76519.diarynote.jp/200612092329380000/
http://76519.diarynote.jp/200611160004460000/


（６月６日）　やはり私の物語の白眉といったら一切まったく戦うことなく、逃げて逃
げて逃げまくって、そして絶対諦めなかった、アイリス＠リースマリアル。

http://85358.diarynote.jp/201506060110504997/

もしも可能であるならば。

2015年6月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
人が人を殺す場面、とりわけ、

何千何万何十万とかのバカげた大単位で、人だのクニだのが血で血を洗い、

蔑視と憎しみに復讐を上塗りしあって、悲惨な潰しあいをする、

その陰惨を、いわゆる「見せ場」だの「山場」だのと称して、

映画産業が「他人の大量殺戮」を「見世物」にして「興行収入」をアテこむ…、

そんな場面は一切！

（〜〜＃）

描かずに…、

それでいて、スペクタクルかつエンタテイメントな…、

そういう架空歴史[【人物絵巻】物語を…

私は、書きたい。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月6日1:25
だって映画の『レッドクリフ』（１０万人？焼殺！）なんて、

「私は観たくない」しね…。
(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201506060110504997/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506060110504997/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506060110504997_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


私が観たくないものを、読者に読ませたくはないわけだしね。

…殺さない、歴史絵巻を…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月6日1:28
やはり私の物語の白眉といったら一切まったく戦うことなく、

逃げて逃げて逃げまくって、

そして絶対諦めなかった、

アイリス＠リースマリアルの、

完全無血地球統一。o(^-^)o

だと、思うしね…♪

（アイリスを産み出してくれてありがとう、エル！）

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月6日8:08
〜０５１１８９９、

＞０５１１９１８．

なんか「不穏な」数字…
…（＾＾；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月6日8:31
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 

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


「「立憲主義は選択の対象ではない。採（と）る採らないではない。所与の前提である。」（小

林節）」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/17541.html#readmore …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月7日0:30
カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
カラパイア : まるでエイリアン。かつて世界各地で行われた人工頭蓋変形、その歴史と意義（※閲
覧注意） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52193587.html … 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月7日8:57
Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
時にはヒーラー達が怒りで統制を失い、自らのパワーを仕返しに使うこともしばしばありました

。しかしこれは大きな間違いです。倫理上の問題だけではなく、ヒーラー自身の身の安全のため

にもやってはいけないことです。http://bit.ly/1rcFs78

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


（６月６日）　大地世界の東の森に棲む飛仙族はこのように語り継ぐ。

http://85358.diarynote.jp/201506060902353491/

（作業用）

2015年6月6日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（承前前項）しつこく戻りますよ。と…
（＾◇＾；）

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地世界の東の森に棲む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。

http://85358.diarynote.jp/201506060902353491/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（６月６日）　（注： ワタクシ明後日で５１歳ですわ…ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201506061448038769/

（＋１）　つんでれミカサの宮が隣の席♪ という大ラッキーなの
だが話しかけるなオーラがパリパリ放電していて怖くて話しかけ

られない。(^_^;)

2015年6月6日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (2)
　

でも私はかなりなＭなので、

その状況すら楽しんでいたりする…ｗ

（いっそのことリヴァイ兵長ＳＶとか来ないかな…☆）ｗ

（注： ワタクシ明後日で５１歳ですわ…ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201506061448038769/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
http://85358.diarynote.jp/201506061448038769/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506061448038769_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506061448038769_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506061448038769_3.jpg


おまけの衝撃事実！

http://buzz-plus.com/article/2015/06/06/shingekinokyojin/

ｗ（＾◇＾；）ｗ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月6日14:52
あ、画像は代理です。(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月6日23:23
画像追加ｗ

足して３で割ってメガネをかけたら…

かなり似ますッ！ｗ

　

http://buzz-plus.com/article/2015/06/06/shingekinokyojin/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月６日）　死因は「心臓の波動が急におかしくなり…心肺停止状態に陥り…どこに
も異常がない為突然死という形になりました｡」

http://85358.diarynote.jp/201506062023095961/

札幌０.０３３μ／羊蹄山に環水平アーク／完全に首都圏は終わり

ました／静岡県島田市、チェルノブイリだと高汚染区域並の数値

。

2015年6月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

日中かなり強い北風が入ったらしく、線量も下がりましたが、

気温も１０℃近くまで下がり、体調管理が難しいです…
…（〜〜；）…

てか、農家が哭き伏しているだろう…
これは酷い。苗も仔牛もみんな凍え死んでしまうじゃないか…

https://www.youtube.com/watch?v=CiSSYTZmoKg
もののけ姫 - 久石譲コンサート2006 

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【年金機構がホームページ停止】　

日本年金機構は、ホームページにセキュリティー上の脆弱性が見つり午後３時４０分

http://85358.diarynote.jp/201506062023095961/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506062023095961_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506062023095961_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150606/85358_201506062023095961_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CiSSYTZmoKg


に閲覧を停止したと発表。

http://nerv.link/eKDwrl

War Is Overさんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 3時間3時間前 
ペッコさんがリツイートしました ミッヒー ☆
静岡の地震雲TWが多い！ 

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
昨日食べたタラ、ヤバかった。九州にいると気が緩む。身体が反応してる。ロシア

ンルーレットか…　やっぱり魚は危険だ。

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
【拡散】東京電力は、福島第一原発３号機の原子炉建屋五階で湯気が発生した場所の

周辺で、最大毎時２１７０ミリシーベルトを計測したと発表した。人が数時間もいれ

ば確実に死亡する高い線量だ。　http://bit.ly/14ieMru

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
1978年福島第一原子力発電所3号機事故。日本で最初の臨界事故とされる。戻り弁の操
作ミスで制御棒5本が抜け、7時間半臨界が続いたとされる。この情報は発電所内でも
共有されず、同発電所でもその後繰り返され、他の原発でも（合計少なくとも6件）繰
り返される。

ウィキより。

amaちゃんださんがリツイート 
マーちゃん @konoyooikiru · 4 時間4 時間前 
毎月甲状腺の検査をしているが、小さな医院は何時行っても患者で溢れかえっている

。今日も私が待合室に居る間に初診者が2名来院。いづれも若者で「最近甲状腺が気に
なるので見て欲しい」と述べているのが聞こえてきた。汚染された地域での現実だ。

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 5時間5時間前 
津波が来るまで40分あった…　逃げようと思えばだれでも逃げられたのに逃げなかっ
た人は波に飲まれた。これは放射能被曝も同じだ。逃げようと思えばだれでも逃げら

れる。放射能被曝の恐ろしさを伝え、ひとりでも多くの方に逃げて欲しいと心の底か

ら願っている。ひとりでも多くの命を救うために…

http://nerv.link/eKDwrl
http://bit.ly/14ieMru


Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
「放射線が空気中に放出されると、空気がイオン化されます。」 つまり、土壌汚染の
著しい東日本ほど磁場が強く、 結果として落雷が多発している　http://bit.ly/1rUKC5n

neko-aiiさんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 8 時間8 時間前 
福島県の主要病院における「甲状腺がんの手術数」

http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/f3a385cdb2c31a5027983fdc2027573f …
「20ミリシーベルト以下は安全」という「国家による殺人」 
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/607077556492197888/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
司法解剖の結果、死因は「心臓の波動が急におかしくなり…心肺停止状態に陥り…ど
こにも異常がない為突然死という形になりました｡」http://bit.ly/1c2WmxM

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
ペットボトル水の硝酸態窒素濃度の測定をしています。意外な数値が…。
来週にもメルマガで数値をだします。

放射性物質対策【cmk2wl メールマガジン】
http://togetter.com/li/797800 
高濃度の硝酸態窒素は子供には無理です。窒息するケースも。

火山たんさんがリツイート 
るーちぇ @Lucemoon888 · 11時間11時間前 � 北海道 京極町 
羊蹄山に虹

環水平アーク？ 
https://twitter.com/Lucemoon888/status/607032857614127105/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
ケン·ベッセラー博士

「セシウムよりもストロンチウムが心配です。ストロンチウムは骨の中に入り、長期

間にわたって残りつづけます。2011年に比べて海洋のセシウムは減っていますが、ス
トロンチウムの量は50倍になっています」

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
2012-06-06
静岡県島田市、焼却場施設に近い小学校の土壌汚染「高汚染区域並み」

http://bit.ly/1rUKC5n
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/f3a385cdb2c31a5027983fdc2027573f
https://twitter.com/junko_in_sappro/status/607077556492197888/photo/1
http://bit.ly/1c2WmxM
http://togetter.com/li/797800
https://twitter.com/Lucemoon888/status/607032857614127105/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8e360542d82311284ab7493a136abf8b


http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8e360542d82311284ab7493a136abf8b …
大津小学校（焼却場から、３キロ地点）

Cs134 Cs137合算　１９７０Bq／ｋｇ
（チェルノブイリだと、高汚染区域並の数値です）

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
完全に首都圏は終わりました

ストロンチウムとプルトニウムが舞い上がる地で子育てすることは自殺行為です

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/455e2faca0be41651590c1c16a0069be …
2011/12/09
神奈川県横須賀市泊町（Bq/kg）土壌中
Pu-236　2.72
Pu-241　2.08
Sr合計　7.29

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
"tokaiama 2014/04/06
米国専門家 キセノン１３３
千葉市で通常レベルの４０万倍を観測していた！

人々は８日間にわたって、

半減期の短いアイソトープ（複数！）に曝され続け、

たった１０分間で １年分の被曝を強いられた！ "

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
海外の論文が示す津波の前の放射能放出－福島第一原発１号機

http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/6899edf73358eebbedaf6e9ccb65d2bf …
最初のキセノン１３３の大量放出は非常に早い時刻

地震と緊急停止直後の

2011年3月11日15時に始まったという強力な証拠がある 
https://twitter.com/neko_aii/status/606991818652160000/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 7月15日 
六ケ所、まさにモンスター。

たった1%放出で、北海道の半分が「急性障害・一部死亡」の可能性。
“六ヶ所再処理工場放射能事故 被曝範囲は神奈川 石川 岐阜でも250mSv”
http://buff.ly/1n4DV0Z 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/455e2faca0be41651590c1c16a0069be
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/6899edf73358eebbedaf6e9ccb65d2bf
https://twitter.com/neko_aii/status/606991818652160000/photo/1
http://buff.ly/1n4DV0Z


https://twitter.com/BoulderGorogoro/status/488888617507360769/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=n-KwULEvxHQ
スタジオジブリ　もののけ姫　in武道館　　FULLHD（Princess Mononoke） 

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
フクイチ事故は巨大地震のもたらしたものだが、なぜかフクイチ原子炉の脇にマグ

ナBSP社のセキュリティ監視システムが稼働していた
この企業はイスラエル・モサドの機関として知られる

いったい何のために存在したのか？

http://blogs.yahoo.co.jp/hijyoshikimono/13243327.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
911テロでユダヤ金融資本の総本山、ツインタワーが崩壊しているのに、ユダヤ人が一
人も死んでいない

これを指摘した長谷川浩NHK解説委員が３ｍから転落して不審死を遂げた
日本で９１１の不審を指摘したジャーナリストは、なぜか全員悲惨な運命に至った

山崎俊子氏は冤罪で逮捕、二年もの服役

https://www.youtube.com/watch?v=t5oydlOE61c
Princess Mononoke / もののけ姫 OST - Joe Hisaishi - Symphonic Suite
 

https://twitter.com/BoulderGorogoro/status/488888617507360769/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=n-KwULEvxHQ
http://blogs.yahoo.co.jp/hijyoshikimono/13243327.html
https://www.youtube.com/watch?v=t5oydlOE61c


（６月７日）　当座の人生目標！「６０歳までに商業作家デビュー！」

http://85358.diarynote.jp/201506070809481303/

「かかっているのは、たかだか国家の存亡だ。

」

2015年6月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 

 
これです。（＾＾）

http://www.mangaoh.co.jp/catalog/296773/
旅の唄うたいシリーズ(2) 豺狼 -秦の始皇帝-

作品としてはほぼ失敗というか、面白くもなんともないというか。

「この作者の旬はもう終わったな」という感じなのですが…。
（－－；）（＜旧作群のファン）。

http://85358.diarynote.jp/201506070809481303/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506070809481303/
http://www.mangaoh.co.jp/catalog/296773/


このセリフだけはかっこよかった。

「私は、わずか５千の兵で、十万の匈奴軍に立ち向かった、李将軍の意気に感じて弁護をした。

しかし、ここでおまえからの金を受けたら、『司馬遷は見返りのために他者を弁護した』と言わ

れるだろう。

　それでは誰もが、この司馬遷の書くものを、信用しなくなる…

　筆と文で、生きる者には、おのれの信念を曲げぬことこそが、肝心なのだ。」

「命を、失ってもですか」

「死ぬとは限らん。いや、絶対に死なん。あの女狐のおかげで目が覚めた。

　私にしか書き残せぬ、真実があると…」

うん。（＾＾；）

明日で５１歳になるワタシ。

１０歳の頃には書き始めていた物語群を、いまだにカタチにできていないけど…。
（－－；）

当座の人生目標！「６０歳までに商業作家デビュー！」を…

たかだか原発と地球現存生態系の全滅？ぐらいで…

あきらめて、どうするんだ…？

木星の衛星で、それでも生き延びている人類の心を愉しませるぐらいの…

そんな物語を、いつかは書きたい…。

https://www.youtube.com/watch?v=ZnR4TVhdClQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZnR4TVhdClQ


敦煌

（日本語版もあるよ！）

https://www.youtube.com/watch?v=yaJ4k5GEHpc
《敦煌》Dun.Huang （1988）CD1 日本语 

（でも、「華々しい戦闘シーン」は、書かない！）（…なるべく…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=8mPIL97A4SI
言葉に優劣はない : 弱い国が 強い国の言葉を 学ぶのは 当然 / 映画 敦煌より 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月7日9:00
Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
人類は何千もの世代に渡って、前の世代の権力、衣食住、ライフスタイル、テクノロジーをアッ

プグレードし、そして私たちの家である惑星地球へと還っていきました。一方、感情的な成熟

度は、レイプ、虐待、奴隷化、戦争、不正直、貪欲、政府による詐欺という基盤に開けられた暗

い穴の中に潜んだままです

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月7日22:58
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 36分36分前 
奇跡は起こすものだ。原稿をしなさい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月7日23:53
Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
3次元に留まりたいという魂にはどんなことが起こるのでしょうか？　別の3次元の世界でカルマ

https://www.youtube.com/watch?v=yaJ4k5GEHpc
https://www.youtube.com/watch?v=8mPIL97A4SI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


の責務を果たし続けていくでしょう。その人たちの魂の学習は続きます。http://bit.ly/189S00Y

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月8日0:03
Lightworker @Lightworker19 · 15時間15時間前 
多次元のリアリティになった今、実際に地球のリアリティは幾つもあり、アセンションの過程で

いろいろな可能性が生まれます。幾つものタイムラインが空間の中でスパイラル状になって時間

を形成しています　http://bit.ly/1l6za6G

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


（６月７日）　福島第1原発3号機の「格納容器」が破損。2万5000年の荒野が確定。

http://85358.diarynote.jp/201506070923197131/

2万5000年の荒野が確定。
2015年6月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=xxcgfpNVb7w
敦煌新語 (七重奏) 羌瑩曲

War Is Over @kenshimada · 49 分49 分前 
自民党がプロのネット監視業者を使って「都合の悪い書き込みを削除させたり、反論

させたりしている」事実を、天下のNHKがニュースウォッチ9でシラ~っと報道して
た件。こうなるともはや陰謀論ではない。

http://blog.goo.ne.jp/ngc2497/e/8899f65988fe0f35496934dc972e2489 …

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
【拡散】tokaiama　チェルノブイリの鳥たちの目 オレが放射線をやってたときの仲間
も大半が50歳代で白内障を起こした 早い人は40歳で起きていたガンマ線に晒されると
子ども達は白内障になる　なった子供はほとんど数年で死亡してしまう

https://twitter.com/kaignong/status/361074287253282816/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
前東海村長：福島は居住不可能と宣言する必要がある。状況は悪化、戦時中の避難の

ように人々を離れた所へ移動(ENENews)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/169.html …

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 · 3時間3時間前 
「日本政府の無責任ぶりは犯罪的だと思う。子供に平気で高い被曝をさせている。都

合がいいというだけで短期間でこれほど基準を変えてしまうとはこの判断は間違いな

く多くの子供を死に至らせるだろう文明国のやることとは思えない」クリス・バスビ

ー博士 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 

http://85358.diarynote.jp/201506070923197131/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=xxcgfpNVb7w
http://blog.goo.ne.jp/ngc2497/e/8899f65988fe0f35496934dc972e2489
https://twitter.com/kaignong/status/361074287253282816/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/169.html


小林節さんは雨の中、学生らに向かい、「憲法を無視する習慣がついてしまうと、民

主国家ではなくて、独裁国家になってしまう。

http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/250.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「自分の身の回りの数人を「みんな」とか「いっぱい」と認識してしまうのは、この

政権の特徴：山口一臣氏」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/17546.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「内閣が基本的な知性を欠くまったくの低脳内閣だった場合はどうするか、想定はさ

れていなかったに違いない」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/17547.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「こんな政府が戦争や紛争の当事者となれば、講和や協定という形式での収束は不可

能だろう：山崎 雅弘氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17548.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
岐阜県で大型タンクローリー車が横転！ガソリンが６０００リットルが流出、付近の

川にも流れこむ！周辺６世帯に避難勧告

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6736.html …
普通は横転程度でダダ漏れはありえない構造

防爆弁から漏れるにしても蓋を締めてなかったとしか考えられない

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
【拡散】WindowsFairy　今日、葛飾〜台東区までの車での移動の間、道で倒れてる人
を３人見ました。いずれも推定６０〜７０代位。それに加えて交通事故１件、救急車

が止まっているところを３件見かけました。それにしても救急車や警察が多すぎて怖

ろしくなりました。

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
福島第1原発3号機の「格納容器」が破損。2万5000年の荒野が確定。ありえないと
され... http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_deil/q10130660010?
fr=pc_tw_share_q ……… #知恵袋_

http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/250.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/17546.html#readmore
http://sun.ap.teacup.com/souun/17547.html#readmore
http://sun.ap.teacup.com/souun/17548.html#readmore
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6736.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_deil/q10130660010?fr=pc_tw_share_q


Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
2008年発売 漫画コッペリオン予言 http://bit.ly/u0H99W

https://www.youtube.com/watch?v=a6NbvfO0h1Y
敦煌國樂 

https://www.youtube.com/watch?v=tJzqWDoSBaA
12 Girls Band 女子十二樂坊 - 敦煌 Dunhuang (MV) 

でもこういう「武闘派」は好きだ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=NmphwDxJHuY
男兒當自強 (TVB) - 林子祥 George Lam
 

http://bit.ly/u0H99W
https://www.youtube.com/watch?v=a6NbvfO0h1Y
https://www.youtube.com/watch?v=tJzqWDoSBaA
https://www.youtube.com/watch?v=NmphwDxJHuY


（６月７日）　魂の位。上つ神より更なる存在は、いまだ人族の知り得るところでは
ない。

http://85358.diarynote.jp/201506070959376829/

（作業中）…大地世界の東の森に棲む飛仙族は
このように語り継ぐ…。
2015年6月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

…ほとんど忘れていた設定…。
（＾＾；）

http://76519.diarynote.jp/200606050134420000/
ほぼ没！（？）

https://www.youtube.com/watch?v=MntNiX-XXfE
2014台中一中校友團 天籟國樂 《飛天》 指揮/張毅宏 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地世界の東の森に棲む飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代

０－１－１．転生霊界　　普遍自在神マンマワァガ、転生霊界を主宰する。

０－１－２．転生司神　　魂とは転がり生まれ変わり成長する存在である。

０－１－３．転生界成　　新たな魂の揺籃として新しい世界卵を用意する。

０－１－４．四界同堂　　新たなる試みとして卵の界は四つに分かたれる。

０－１－５．新神推挙　　若き神々から新たな界を司る主神達が選ばれた。

０－１－６．姉神世界　　姉なる神リィシェンサラルは学識と研鑽を好む。

０－１－７．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と闘争競技を好む。

０－１－８．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸舞踊を楽しむ。

０－１－９．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは抜擢を恐れ畏み断る。

http://85358.diarynote.jp/201506070959376829/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506070959376829/
http://76519.diarynote.jp/200606050134420000/
https://www.youtube.com/watch?v=MntNiX-XXfE


０－１－10．再度神請　　マンマワァガ再度ティアスラァルに主宰を命ず。

０－２．学究研鑽

０－３．武芸百般

０－４．技芸農耕

０－５．生命観賞

０－６．往来交歓

０－７．亀裂不協

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。 

　訳註：　後代の大地世界ダレムアスにおいて飛仙族と翅仙族と呼ばれる民は、滅ぼ

された光球界エルシャムリアからの避難者の末裔であり、闇洞界ボルドムへの恨みは

深く、かつ、光球界においては中枢から離れた入門者的地位にあった集団であるため

、その希薄な伝聞情報が語り伝えられるうちに変遷し伝承となり神話となり、年ごと

の祭りの催しとして定型化された「物語」は、精確な史実からはかけ離れたものにな

っている。あくまでも「神話」であり「伝説」である…。

　〜 「後世の歴史家」アグラ・ラン・アグラス 記 〜

https://www.youtube.com/watch?v=i7Hz_xpMt4I
2013 竹塹國樂節 閉幕音樂會 《秦兵馬俑幻想曲》 彭修文/曲 指揮/閻惠昌 

ん〜、ちょっと気分と違うな…☆

https://www.youtube.com/watch?v=i7Hz_xpMt4I


https://www.youtube.com/watch?v=Idkj1IGkF3s
天翔る（ジョンカラセッション） 
https://www.youtube.com/watch?v=6Pic7laUO5U
いにしえの光 
https://www.youtube.com/watch?v=QzQniAAkg2c
2012竹塹國樂節 起飛 阿里山的日出
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月7日16:08
魂の位。

微、虫、魚、畜、獄卒、

人、地仙、翅仙、飛仙、天仙、

幼神、若神、神、聖神、上神。

上つ神より更なる存在は、

いまだ人族の知り得るところではない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月7日23:56
なんで「ネタがかぶってる」んだろぉなぁ…？

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
銀河系の「情報交換センター」として立ち上げられた地球はレプティリアンという「闇のグル

—プ」に乗っ取られて、情報を奪われ、光を消され、封印され、宇宙のなかで孤立化した。三十

万年の間、「地球は宇宙の他の部分から隔離されてしまった」http://bit.ly/1b59yj1

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日16:05
Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
魔術と科学が互いに歩み寄ることはアセンションの要です。 太陽系での人間の進化成長は火星、

https://www.youtube.com/watch?v=Idkj1IGkF3s
https://www.youtube.com/watch?v=6Pic7laUO5U
https://www.youtube.com/watch?v=QzQniAAkg2c
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/


地球、金星 として行われるようです。 これは、それぞれの惑星が我々の現実を 過去、現代、未来
として投影している　http://amba.to/YnOuMH



（６月７日）　とても哀しいので本文はあした書きます…。（覚えてたら！）

http://85358.diarynote.jp/201506072253359791/

アルパカ逃げたか★（TへT；）★
2015年6月7日 就職・転職 コメント (1)
　

とても哀しいので本文はあした書きます…。

（覚えてたら！）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日21:23
アルパカは同じフロアの隣の部署で

♪アルパカパッパカパッパカらっぱ〜♪と走り回っている。

（＾＾；）まぁ、観れるからいいか…☆

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
好きでもないことをやり続けていると段々腐ってきます。自分の人生の主人公は自分自身なん

です。

http://bit.ly/ZdwSXs
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506080018377385/

釧路に異常。

2015年6月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

http://85358.diarynote.jp/201506072253359791/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201506072253359791/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201506080018377385/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


お♪　気分にハマッたｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Idkj1IGkF3s
天翔る（ジョンカラセッション）

地震マップ @eq_map · 42分42分前 
【M2.6】青森県西方沖 深さ19.8km 2015/06/07 22:13:26 http://j.mp/1ATZUQs

地震マップ @eq_map · 57分57分前 
【M2.6】国後島近海 深さ121.9km 2015/06/07 21:59:29 http://j.mp/1dmD6h2

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ31.2km 2015/06/07 20:35:06 http://j.mp/1HeChDd

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ93.4km 2015/06/07 19:59:41 http://j.mp/1F2yJ0w

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.4】根室半島沖 深さ63.9km 2015/06/07 19:31:25
(G)http://j.mp/1G3DzOZ (アニメ)http://j.mp/1F2xEpr

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.6】根室半島沖 深さ48.1km 2015/06/07 19:20:11
(G)http://j.mp/1G3C6s7 (アニメ)http://j.mp/1G3C57t

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150608/85358_201506080018377385_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150608/85358_201506080018377385_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150608/85358_201506080018377385_3.jpg
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http://j.mp/1dmD6h2
http://j.mp/1HeChDd
http://j.mp/1F2yJ0w
http://j.mp/1G3DzOZ
http://j.mp/1F2xEpr
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地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ55.3km 2015/06/07 17:36:29 http://j.mp/1T4xoBf

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 岩見沢市 
【M2.6】石狩平野 深さ153.2km 2015/06/07 15:59:03
(G)http://j.mp/1GhH0TC (Y)http://j.mp/1KhNtzQ

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.6】苫小牧南方沖 深さ96.2km 2015/06/07 13:05:14 http://j.mp/1ItI9Kn

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
関東と九州に強い電離層（Eスポ）
http://swc.nict.go.jp/radio/index.php 
釧路地方に異常

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
7日8時51
釧路地方（阿寒湖の付近）マグニチュード4.1の地震
3日〜4日に７回の地震（赤）最大震度が５弱。
6日〜7日に３回（黄）全て震源は（極浅い）　青枠は活火山。
（気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607339426281234433/photo/1

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 津別町 
【M3.0】弟子屈付近 深さ0.6km 2015/06/07 09:06:56
(G)http://j.mp/1G2KHvc (Y)http://j.mp/1KU8OjS (アニメ)http://j.mp/1G2KF6C

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 津別町 
【M3.9】弟子屈付近 深さ3.2km 2015/06/07 08:50:55
(G)http://j.mp/1IloQ2X (Y)http://j.mp/1IloQ2Z (アニメ)http://j.mp/1QACJMy

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 釧路市 
【最大震度1】(気象庁発表) 釧路地方中南部 深さごく浅い M2.2 7日06時15分頃発生 
(G)http://j.mp/1Fuv8Jn (気象庁)http://j.mp/1Qeqomu

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 中札内村 
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【M2.8】十勝地方 深さ107.1km 2015/06/07 03:56:21
(G)http://j.mp/1QA1YyB (Y)http://j.mp/1T3x7yo

https://www.youtube.com/watch?v=g4HC5JV9EMY
福島県いわき市　じゃんがら念仏踊り

http://j.mp/1QA1YyB
http://j.mp/1T3x7yo
https://www.youtube.com/watch?v=g4HC5JV9EMY


（６月８日）　さんざん転生してますが、そろそろニグルの木の葉になるようなので、
もすこし思慮深く落ち着いた人格になりたいです…(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201506080037415408/

祝！５１歳ッ！誕生日おめでとう…っ☆…（＾◇＾；）…☆

2015年6月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　　

全世界的に、祝っていただきましょおか…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=kbHbpf8NoSY&list=PL9B471C0EC2D52BFB&index=5
声明公演　平安仏教の響き　ハイライト1　オープニング〜 

https://www.youtube.com/watch?v=_wMOOHV_OSg
2 Hours Long Native American Indians Spiritual Vocal Shamanic Music | Relax Music - Soothing
Music 

http://85358.diarynote.jp/?day=20140608
http://85358.diarynote.jp/?day=20130608
http://85358.diarynote.jp/?day=20120608
http://85358.diarynote.jp/?day=20110608
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http://76519.diarynote.jp/?day=20060608
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月8日0:43
あはははは☆

＞霧樹里守≒畑楽希有（はたら苦きあり）@UtauDaichi　51分
@babycom2002 あら一瞬、私のことかと思った。いや、私は魔術師よりも軍人で、科学技術者で
したけどね……。（＾＾；）　アカシックに戻れば、あのころの頭の良さ、とってあるのかな
ぁ……？？　（今生には、脳の容量の問題で、もってこられませんでした☆）

＞ちーチャン@babycom2002　41分
@UtauDaichi 過去世で繋がっていたかもしれないですね(*^^*)
科学技術者かぁ☆☆☆

アカシックには残ってそうだと思うな。

科学技術を思い出せたら、地球を救ってくれそうな感じがする(#^.^#)

＞霧樹里守≒畑楽希有（はたら苦きあり）@UtauDaichi28分 
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http://85358.diarynote.jp/201506080037415408/
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@babycom2002 救うつもりで滅ぼしたような闇歴史な記憶がかすかに…ヽ（・＿・；）ノ悪意が
なくても失敗することはありますからね…(・_・;)…さんざん転生してますが、そろそろニグルの
木の葉になるようなので、もすこし思慮深く落ち着いた人格になりたいです…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月8日6:31
…雨降ってないのに、
ムダに空間線量が上がってるのは、

なんの呪いだ…(ToT)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月11日23:43
AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6月8日 
今日はカメラの時刻も映像のタイミングも正直そうだな。@TEPCO_Nuclear共用プールの異常な
放射線の放出も確認できる。2015.6.8朝7時〜10時http://www.youtube.com/watch?v=2Dqn5-ie6y4
…しかし8時ごろからF1現場が激しく揺れ出すと何か取り繕うようにクレーンを遠隔操作。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月11日23:47
AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6月9日 
#放射能の風。きてるよ。F1からの汚染が #首都圏 へ猛烈に巻き返してる。
（単位はμR/h×0.01=μ㏜/hで換算）
また、この範囲でhttp://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
218.10,36.20,408 …
夜から明日にかけての関西地方も注意したほうがいい。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月11日23:52
AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6月8日 
かなりやばいとおもう。緑のガスこんなにハッキリ出どころ見えるってこと

はhttp://twitter.com/ST0NES/status/607778283061575680 …、そうとう高濃度だ。汚染水蒸気で大
気へ蔓延する。いや、してるんだよ。5月30日から10日目。@TEPCO_Nuclear 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月8日 
ベイビー逃げるんだ ♪
RC SUCCESSION 忌野清志郎
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506080021555659/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月11日8:29
火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前
#実年齢はさておきツイッター上では何歳に見えますか
こんなタグを置くと46億歳とか半減期2億年とか言われそうだけれど…



（６月８日）　５１歳の誕生日ッ☆

http://85358.diarynote.jp/201506081029365954/

札幌で、流行らないかなッ♪

2015年6月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　　

おはようございます。０９：０２です。

５１歳の誕生日ッ☆

バイトは休み。予定は銭湯出撃と買い出し。

祝宴の続きといきましょうか…♪
https://www.youtube.com/watch?v=c1cTKRMBUoc
Georgian Legend Erisioni -- Mtiuluri  

…で…（＾o＾）…

GEORGIANダンスとCELTICダンスに共通点が多いのは、
民族移動（同根）だからなのか、

かつて欧州一帯を覆っていた巨大文化圏の名残なのか…
どっちだ…？（＠ｗ＠）？

https://www.youtube.com/watch?v=S2i3Ot0S-kM
   
    

https://www.youtube.com/watch?v=Wvc_Rykbjsc
We Are Dancer - Highland vs Irish dance 

（もうじき札幌も、ヨサコイソーラン…♪）

原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 35 分35 分前 
フクイチだけでも大変なのに、これで茨城核燃軍産原発複合体が再稼働を始めたら、

茨城放出量はフクイチを凌ぐのかどうか、県民は再計算をしてそれでも

http://85358.diarynote.jp/201506081029365954/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=c1cTKRMBUoc
https://www.youtube.com/watch?v=S2i3Ot0S-kM
https://www.youtube.com/watch?v=Wvc_Rykbjsc


「測る、知る、暮らす」なのか？

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1 時間1 時間前 
名無し：05/26 23:08 ID:-
宮崎県西臼杵郡在住

https://www.facebook.com/eiji.yamamoto.90/posts/747003855416240 …
がび〜ん 何でこんなに葬式が続く（^^；）
昨年の盆から１０人以上で、今日も通夜の受付手伝い。

明日は葬式の手伝い。

War Is Over @kenshimada · 2 時間2 時間前 
2011年03月16日7時30分頃、神奈川県藤沢市でも空間放射線量0.66μSV/hを記録して
いた。

http://blog.livedoor.jp/zom2/archives/2660602.html ……

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：05/25 00:53
ほっしゃん

羽田空港から乗ったタクシー。

「最近、都内って雨降りました？」って訊いたら

「えーっと、、、ちょっとわからないです。最近二、三日の記憶無いんですよね

ー笑）」って。

いや、怖いわ！（笑）

amaちゃんださんがリツイート 
ハマの住人 @kakashi_65 · 3時間3時間前 
@tokaiamada 川魚はアユと言わず、ヤマメ・イワナと言わず放射能持ちであること
は散々検証されている筈。ましてや原発の地元。完全にアウトですね。私は石川・

新潟・山形なんかへ出かけていましたが、完全に収束。釣り道具は海山の物とも全部

廃棄処分。未練を残さずに諦めました。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
アユ釣り完全復活へ稚魚放流　福島

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:LzhVb4mU3NAJ:www.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6055125291.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 

https://www.facebook.com/eiji.yamamoto.90/posts/747003855416240
http://blog.livedoor.jp/zom2/archives/2660602.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LzhVb4mU3NAJ:www.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6055125291.html


【高線量】福島第一原発の地下水から110万ベクレル！65万ベクレルや25万ベクレルの
井戸も！排水路でも3万ベクレル超！
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6741.html …
㍑あたりの汚染量　これが全部海へゆく

㍑1ベクレルのストロンチウムだけで人類滅亡が約束されるのに

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
年金情報漏えい事件、大半は沖縄県の利用者だったことが判明！６割が沖縄事務セ

ンターの情報！日本年金機構はホームページ閉鎖！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6742.html …
防止策で官僚が50億円の新たな利権を作りだした

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
NHKニュース、自民党街頭演説で抗議や批判が殺到した部分を丸ごとカット！「安保
法制反対」のプラカードを写さず！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6747.html …

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
100％の死が確定している放射線被曝の場合、延命を続けるということは患者に想像を
絶する苦痛を与えるだけなのだ。しかし、家族の願いは一日も多く生きて欲しいとい

うことだと思う。結果的には人体実験のようになってしまった。http://bit.ly/19qv6u7

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
【拡散】k2cyan 元ネタ削除かもしれませんこちらに内容かなり残ってます。『事故
直後、政府は福島県に40万人の避難を打診していたが、福島県は拒絶！福島県知事ら
＝東電だ！』⇒ http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/arcives/1762988.html ……

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
この数日間の北海道の地震履歴。

気象庁の地震履歴が北海道だらけだね

（http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …）
この（震源地：釧路）というのは（阿寒湖）付近が震源→

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607339426281234433 …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607582403167547392/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
これは建物の老朽化だけの問題ではなく

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6741.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6742.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6747.html
http://bit.ly/19qv6u7
http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/arcives/1762988.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607339426281234433
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607582403167547392/photo/1


地震による「地殻変動」も、影響していそうだ。

「崖上の別荘、次々崩落　淡路島。　海岸沿いにある別荘地の家屋が相次いで、海に

転落していることが分かった。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150607-00000000-
kobenext-l28 … 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607554191200886785/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 
マンションGメン @mansion_Gmen · 12時間12時間前 
マンションが売れない、車が売れない、大型家電が売れない、これがアベノミクスの

現実です。

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
あおによし @haiku0tanka · 6月6日 
@onodekita 2015.06.06 10:24
愛知県尾張。マンション室内で3.56μSv/h。SOEKSアルミ遮蔽無し。
外に出たら８μSv/hオーバー。夕方には　0.18μSv/hに。今朝は0.13μSv/h。 
https://twitter.com/haiku0tanka/status/607001961347481601/photo/1

ぃえ〜い…ッ♪！（＾◇＾）！
https://www.youtube.com/watch?v=hKCHgwzMjhw
Irish Dancing Flashmob in Essex by Aer Lingus Regional and London Southend Airport 

ところでこのアイリッシュダンスステップは、

「すごくダイエットに良さそう！」と思うんだけど…ｗ

（場所とらないし☆）

札幌で、流行らないかなッ♪

https://www.youtube.com/watch?v=5ff_uLoEBEo
TAKE THE FLOOR Flashmob Dublin Airport 

…どういう職場だ…ッｗｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=4Ie2eKN-Osc
Ryanair flash mob dancers at Manchester Airport 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150607-00000000-kobenext-l28
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/607554191200886785/photo/1
https://twitter.com/haiku0tanka/status/607001961347481601/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=hKCHgwzMjhw
https://www.youtube.com/watch?v=5ff_uLoEBEo
https://www.youtube.com/watch?v=4Ie2eKN-Osc


これも素晴らしい！（＾＾）！

最高の「社会復帰」教育だ…！♪
https://www.youtube.com/watch?v=9OawiTae0bA
Prison’s flash mob.Michel Jackson’s song(its realy nice) 

（しかし何人いるんだ、少年囚人…★）

これも何回観ても笑かしてくれます…♪
https://www.youtube.com/watch?v=4p0DsVPkyZg
Amazing Japanese Precision (posted by Sanitaryum | Clean Humor) 

https://www.youtube.com/watch?v=JHXNaYoguNU
best drumline video ever amazing 

良い誕生日だな♪

https://www.youtube.com/watch?v=zAY3Bf9hwus
Erisioni concert - Georgian legend (full version)
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月8日18:41
揺れてた揺れてた┐(’〜`；)┌
東通原発とロッカショが

震度４。(・_・;)

どおりでウチの「過保護霊」団が警戒態勢に入ってます…
(・ω・;)(;・ω・)

降水確率２０％なのにベクレ通り雨に眼球灼かれて視力がおかしいし…(∋_∈)

明日も警戒だよ〜ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=9OawiTae0bA
https://www.youtube.com/watch?v=4p0DsVPkyZg
https://www.youtube.com/watch?v=JHXNaYoguNU
https://www.youtube.com/watch?v=zAY3Bf9hwus
http://85358.diarynote.jp/
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（６月９日）　現世地球人類文化の、ありとあらゆる要素が入っている気がするなぁ…

http://85358.diarynote.jp/201506091043099250/

！　ＬＥＧＥＮＤ　！

2015年6月9日 音楽 コメント (5)
　　

おそようございますになっちゃいました。

１０：２４です。（＾＾；）

とても気に入ったので、昨日みたこれをもう一回！

♪（＾＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=zAY3Bf9hwus
Erisioni concert - Georgian legend (full version) 

どうもこの「ＧＥＯＲＧＩＡ」という土地は、「地球文化のヘソ」だなぁ…
という気がしてしかたがありません。

（ていうか、前世記憶の【故郷】？）

技芸のなかに、

アフリカの最も素朴なドラミングから、

北欧のウォーソングや、

南米のフォルクローレと同じ音色の笛まで、

現世地球人類文化の、ありとあらゆる要素が入っている気がするなぁ…

（エロけ以外！ｗ）

（女性のダンサーをあくまでも「高貴で気高い存在」として扱い、

「男にコビを売って生きるしかない二流市民」という「扱いでない」舞踊文化は、むしろ地球上

では少数派ではないかと思う…）

（ていうかむしろ、「男性の色気」が、売り…？）
（＾◇＾；）

権力者（主に男性）から資金をふんだくるための「売芸」では、なかなかこうは育たない。

http://85358.diarynote.jp/201506091043099250/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201506091043099250/
https://www.youtube.com/watch?v=zAY3Bf9hwus


女性の発言権が強く、

「外敵や性暴力からはぜったい護ってもらえる」という安心感のもと、

のびやかに、自由に、

…自分が産む子の父親を、自分で選べる…

そういう「両性の平等と合意に基づいて」が基礎にある人類文化圏でないと、

こういう舞踊形態は、生まれてこないと思う…
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日10:44
…この素晴らしい文化を育てた、美しい土地が、

現在、ロシアの核攻撃下にさらされているかと思うと…

…（＞＜ｐ）…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日11:07
…おそらく、厳しい自然環境と、押し寄せる外敵のただなか、ひとたび護りが破られたなら、い
ともたやすく、どれだけ残酷に女性や子どもが蹂躙されるか…

歴史に刻み込まれた壮絶な記憶があるからこそ、女性はあくまでも気を毅く保ち、男たちは命を

懸ける…そういう、文化なんだろおなぁ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日11:24
ラスト近くの女性３人の踊りの衣装が、

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


古代メソポタミアの「女神」の装束と、

原型いっしょ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日11:29
…たぶんに「政治的意図」も見え隠れするよーな気がするイベントだけど…

…（＾＾；）…

こりゃぁ、「独立」するわけだ…☆

がんばれ！　がんばれ…ッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日0:06
War Is Overさんがリツイート 
deepthroat @gloomynews · 7時間7時間前 
グルジア首都トビリシで日曜日、豪雨による洪水で7人死亡、行方不明多数。動物園が壊れてサイ
やライオン、ワニが市街地に逃げ出す「ジュマンジ」状態に。 RT @MRTYLDRMGEOFANS
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28347 …

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


（６月９日）　前項参照。比較対象。

http://85358.diarynote.jp/201506091212389255/

（＋更に。）…★ 嫌いである。★（－－＃）★
2015年6月9日 音楽
　　

前項参照。比較対象。

（女性が「対等の人間」ではなく、

　男性の「添え物」「娯楽物」でしかない文化圏での、「性商業」舞踊…）

https://www.youtube.com/watch?v=Jbn39j-xa-k
Dola Re Dola (Video Song) - Devdas 

https://www.youtube.com/watch?v=tRAPPUEFa4k
Aaja nachle - Title Song (1080p HD Song) 

https://www.youtube.com/watch?v=XSlPoVIbuGo
Mazze Mazze Aa Lele - Hot Item Song - Aaj Ki Race Movie 

https://www.youtube.com/watch?v=DgGeg-q1tlA
Sadie’s Belly Dance on Turkish Music 

https://www.youtube.com/watch?v=ewY3r_d_B8I
Arabian Belly Dance - This Girl is insane! 

https://www.youtube.com/watch?v=tUowPgFCPLg
フレンチカンカン！ 

…（－－＃）…

こういう世界では、女には「選ぶ権利」がなく、

少しでもマシな相手から「選ばれる」ことだけを期待して、

「媚を売る」しかなくなる…

http://85358.diarynote.jp/201506091212389255/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=Jbn39j-xa-k
https://www.youtube.com/watch?v=tRAPPUEFa4k
https://www.youtube.com/watch?v=XSlPoVIbuGo
https://www.youtube.com/watch?v=DgGeg-q1tlA
https://www.youtube.com/watch?v=ewY3r_d_B8I
https://www.youtube.com/watch?v=tUowPgFCPLg


https://www.youtube.com/watch?v=qPShDVUr7HA
京都　可愛い舞妓と美人芸妓さんの踊り 

「肉食系」女子…！
https://www.youtube.com/watch?v=KIItJXw2whY
戏魂（古典舞女子群舞） 

ここは「男女対等」…（どっちも貧民！）かな…
https://www.youtube.com/watch?v=uz7YK7tx-D8
dhoom again full song HQ ... 

実力勝負！…（＾ｗ＾）…！

https://www.youtube.com/watch?v=FxijHE8UVSE
情满天路（藏族男女群舞） 

遥かなる天山路をはさんでいるのに、GEORGIAの踊りと共通点が多いね…♪

…鉱夫姿？で、現代楽器の弾き手が舞に参加してる…ってあたりが、
「中国共産党」の干渉…？？

　ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=qPShDVUr7HA
https://www.youtube.com/watch?v=KIItJXw2whY
https://www.youtube.com/watch?v=uz7YK7tx-D8
https://www.youtube.com/watch?v=FxijHE8UVSE


（６月９日）　おかめひょっとこ、ちんどん音楽…

http://85358.diarynote.jp/201506091528365285/

民俗研究者にとってヨダレの止まらぬ末期写真

。

！（＾◇＾）！

2015年6月9日 音楽
　

…精神衛生に悪かったので、「好きなもの」に戻りましょう…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=snyuGfoz_Dc
GEORGIAN FOLK MUSIC 2012 HD 

前にも書いたと思うけど、私ゃ中学２年で『指輪物語』を読んだ時、

何故か「こういう衣装と景色」で想像してた…☆
https://www.youtube.com/watch?v=CywMhK0r9N4
Грузинская песня. Эрисиони-Шатилис асуло. 

「分業」はあるけど、「差別」はたぶん無い？

https://www.youtube.com/watch?v=_dTAxBv9nto
Georgia country Music 

（「独立闘争」の「軍資金とプロパガンダ技術は誰が支援しているか」って、

　問題はのこるけど…（＾＾；）…）

行きたい！行きたい！

https://www.youtube.com/watch?v=uVrby7HmXZQ
Trip in Georgia 
…むしろゲイ男性の天国だったりして、この国…（＾＾；）…？

…いやいや…！
萌え〜ッ♪ （＠2:22）
https://www.youtube.com/watch?v=bAFZ0HDDJxY

http://85358.diarynote.jp/201506091528365285/
http://85358.diarynote.jp/201506091528365285/
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https://www.youtube.com/watch?v=_dTAxBv9nto
https://www.youtube.com/watch?v=uVrby7HmXZQ
https://www.youtube.com/watch?v=bAFZ0HDDJxY


ансамбль Грузии СЭУ - грузинскии� танец Кавкасиури 

https://www.youtube.com/watch?v=l9D9u-AvZVQ
 - 2014 SEU GEORGIA

この国の「エロ担当」は牧婦の皆さんらしい…☆

…さて…「似て非なる」ジプシー音楽の世界へ…いざ♪
https://www.youtube.com/watch?v=TYgl6qfPdd4
Romafest Gypsy Dance Theater - Verbunk 

https://www.youtube.com/watch?v=GHPB3V-_MIU
Danza Tribal Zíngara - danza fusión gitana 
（脚は見せないよね…！）

https://www.youtube.com/watch?v=ftyQGMuF5A4
Shatritsa Gypsy Dance by Anna Vasilevskaya and friends 

amaちゃんだ @tokaiamada · 6月8日 
民俗研究者にとってヨダレの止まらぬ江戸末期写真

http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/05/japanese-samurai-and-courtesans-
_n_7517730.html?ncid=tweetlnkjphpmg00000001 …
女性の人相から女真族、風俗から江戸だと分かる

このへんから欧州的？「チラ見せ文化」になってくる…☆
https://www.youtube.com/watch?v=xiEgSgHM8cc
Hungarian gypsy dance a little differently 

https://www.youtube.com/watch?v=pEdI90FLXHk
Flamenco - Bailando - Shakallis Show 2014

靴が硬くなったせいか、GeorgiaやIrelandと「同じ脚さばき」なのに…
「楽器」化…☆

https://www.youtube.com/watch?v=l9D9u-AvZVQ
https://www.youtube.com/watch?v=TYgl6qfPdd4
https://www.youtube.com/watch?v=GHPB3V-_MIU
https://www.youtube.com/watch?v=ftyQGMuF5A4
http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/05/japanese-samurai-and-courtesans-_n_7517730.html?ncid=tweetlnkjphpmg00000001
https://www.youtube.com/watch?v=xiEgSgHM8cc
https://www.youtube.com/watch?v=pEdI90FLXHk
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https://www.youtube.com/watch?v=i4bbDQ8jVJI
tango flamenco 

https://www.youtube.com/watch?v=yx7DxWrilHk
Riverdance 神がかった一体感のタップダンス集団

…「地球文化史」は、本当に、おもしろい…♪

！（＾◇＾）！

…日本の…おかめひょっとこ、ちんどん音楽…
https://www.youtube.com/watch?v=ocVXcTFnS34
Turkish Gypsy Dance - Roman Havası - Eilat Festival 2011 - Sophie Armoza 

では、ない！（＠＠）！

https://www.youtube.com/watch?v=SRqMEwTQeIg
両面踊り　~表・おかめ　裏・ひょっとこ〜 

https://www.youtube.com/watch?v=TgnLhFpsn-k
ちんどん屋さん熱演─雷大行進 

…ちなみにこのメロディラインを聴くと、

イスラエルの人が目に涙を浮かべて踊りだす！という噂…☆
 

https://www.youtube.com/watch?v=yx7DxWrilHk
https://www.youtube.com/watch?v=ocVXcTFnS34
https://www.youtube.com/watch?v=SRqMEwTQeIg
https://www.youtube.com/watch?v=TgnLhFpsn-k


（６月９日）　１４００年後？の「地球統一」目指して…、

http://85358.diarynote.jp/201506091623279433/

「原発でがん」訴訟次々／濃霧と高湿度＝大規模臨界／放射線管

理区域指定／「被曝手帳をいただきたい」。

2015年6月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（音楽は前項に続きまして、「イスラエル似」と評判の音階で…）
https://www.youtube.com/watch?v=wdZLZL2TR3s
チャンチキトルネエド　ニシヘヒガシヘ&チンドンのテーマ　本田祐也作曲 

https://www.youtube.com/watch?v=wVUlBL4zvAs
folkdance-マイムマイム 

…神奈川の線量画像の乱れは、こりゃなんだ…？
…（〜〜；）…

宇宙天気ニュース @swnews · 24 分24 分前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C5.8 の小規模フレアとなり、X線強度は、6月9日12:53 JST
(9日03:53 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 

http://85358.diarynote.jp/201506091623279433/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506091623279433/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150609/85358_201506091623279433_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150609/85358_201506091623279433_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150609/85358_201506091623279433_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wdZLZL2TR3s
https://www.youtube.com/watch?v=wVUlBL4zvAs
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


福島原発沖に海上濃霧警報が出たタイミングで沿岸各地の湿度が上昇しています。濃

霧警報も高湿度の頻度も上がっています。

濃霧と高湿度 ＝ 大規模臨界と仮定して観察してみます。
科学というのは現象を名称に当てはめることじゃない。 

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
実は単なる胃腸粘膜のヒバク＞最近流行の嘔吐や下痢を「ノロウィルス」の一言で片

付けようとしている

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
名古屋モーターショーが東京モーターショーの出展数を超えたようです。高級ブラン

ド輸入車や輸入バイクは特に多くなりました。単純に汚染したくないということもあ

ると思います、高級なモデルカーを。当たり前の話です　http://bit.ly/19MRnv5

宇宙天気ニュース @swnews · 2時間2時間前 
[記事] 太陽風の強まりにより、磁気圏の活動が高まっています。カナダのオーロラをど
うぞ。 http://swnews.jp #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
この空間線量の上昇は、西から東へとむかった雨雲と時間的に関係しているようです

。レインアウトでしょうか。 

amaちゃんださんがリツイート 
笹田 惣介 @show_you_all · 5時間5時間前 
憲法に縛られる側のその時々の内閣が、勝手に憲法の解釈を変更して「明らかに憲法

違反の集団的自衛権行使容認」を閣議決定した安倍政権とは違い、AKB48内山奈月さ
んは「憲法の尊重擁護義務が国家権力側にあること」を即ち立憲主義を理解して

いる。 
https://twitter.com/show_you_all/status/608068213486665728/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
Windows 10で消える7機能が判明
http://www.gizmodo.jp/2015/06/_windows_107.html …
DVDが再生されなくなる
メディアセンターが消える

アップデートが調整不能で勝手にアップデートを支配され、作業を破壊される可能性

が強い

http://bit.ly/19MRnv5
http://swnews.jp/
https://twitter.com/show_you_all/status/608068213486665728/photo/1
http://www.gizmodo.jp/2015/06/_windows_107.html


７には無意味な１０への移行

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【地震情報 2015年6月9日】
05時44分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震
の規模はM4.7、最大震度4を栃木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。 

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
【後出し】茨城県が東日本大震災で１４９の原子力関連施設が損傷していたと発表！

１７事業所で壁や配管の亀裂、機器類の損傷、地盤沈下など！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6764.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
＜子ども脱被ばく裁判＞「４ヶ月の間に私も1.9ミリシーベルト被曝させられた。被曝
手帳をいただきたい」5/21自主避難者のお話
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4251.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
パスワードを「１２３４５６」にしていた富山大、サイバー攻撃で乗っ取られる！そ

のまま海外攻撃に利用！セキュリティも更新せず

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6759.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
1億2千万人の個人情報を危険にさらすマイナンバー　
http://tanakaryusaku.jp/2015/06/00011343 …
年金情報　派遣職員がDVDに移して自由に自宅に持ち帰っていたことが判明

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
昨日は話をするときにどもってしまう、ろれつが回らないような感じでもあった。　

最近性格が少し変わってきた気がする。

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前 
【拡散】kiyomizu5　私もだるくて布団から起き上がる事ができなくなった。仕事中も
眠くてしようがない。吐き気がし駐車場に車をとめてぼんやりしている事が多くなっ

た医者は鬱だと言い薬を処方したが効きません。目眩ひどくなり体にいつも弱電流が

流れている感じで単純作業もやり方わからない

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6764.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4251.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6759.html
http://tanakaryusaku.jp/2015/06/00011343


Lightworker @Lightworker19 · 14時間14時間前 
短期記憶力の減退。長期記憶の取り出しの失敗。甘えと自己主張の増加。他人の感覚

への共感の減退。状況把握の鈍化。滑舌がわるくなる。ドイツの医師が、脳障害に警

告しています。ベラルーシの人々が集中できないのは、「放射能恐怖」ではなく、脳

障害だと言明しています。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
【高級避暑地 衝撃】長野 軽井沢で毎時2.8μSv
軽井沢大賀ホール：

屋根から雨水が落ちる地表付近２．８μSv/h
軽井沢幼稚園：

園内の通路にある雨どいの排出口付近２．２μSv/h
（軽井沢町 高い放射線量を計測 2011年10月20日 NHK）より

War Is Overさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 15時間15時間前 
凍土壁を冷やす冷却材の温度が5/27くらいから一斉に1℃くらい上がってるんだけどな
んなんだろう。http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-
np/handouts/2015/images/handouts_150604_02-j.pdf …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
(日本原子力専門家)
福島原発事故の後、"放射線管理エリア"となった地域は、
8000平方マイル(約12000平方キロ)　(2012年6月5日)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/55e88cc23f92680e0a2ee39851294f4a …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
2011/05/02
横浜市内公園水飲み場放射線測定（0.628uSv/h）
https://www.youtube.com/watch?v=RSKmutZuZEw …
0.6uSv/h以上ですので、
放射線管理区域に指定すべき水準です。ご注意ください。

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150604_02-j.pdf
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/55e88cc23f92680e0a2ee39851294f4a
https://www.youtube.com/watch?v=RSKmutZuZEw


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
田原総一朗さん

今日ラジオで、「憲法違反を犯してまで、安倍さんが安保法案を強行したら、日本全

国の憲法学者などが裁判を起こす。日本中で裁判が起こる。」

完璧に切れてましたね「朝まで生テレビ」のような演出ではなく、心底、怒ってた

amaちゃんださんがリツイート 
くららん @kurararan · 16時間16時間前 
@tokaiamada こんばんは。ちなみにSARSの時、感染者数の割りに死亡者数が少なか
った中国や香港は伝統的な「板藍根茶」を飲み、悪化や感染を防いでいたと言う事実

もあります。

普通にネットで購入可能で、お値段も高くありません。３０回分で１０００円ぐらい

。

War Is Over @kenshimada · 18時間18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 …

amaちゃんださんがリツイート 
さ〜ちゃん @sayunalily1 · 18時間18時間前 
また、「何か」あったのでしょうか？ 
https://twitter.com/sayunalily1/status/607874372318064640/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
そろそろ韓国からMARSが日本に入ってくるだろう
免疫低下してる人を狙い撃ちするといわれるので、東日本で爆発的な猛威をふるう可

能性がある

今のところ治療薬なし、症状は風邪に類するので、治療はSARSに準じた漢方薬がいい
だろう

感染初期①麻黄湯②葛根湯　中期③小青龍湯④柴胡桂枝湯

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M6.2】HOKKAIDO, JAPAN REGION 44.3km 2015/06/08 15:01:08JST, 2015/06/08
06:01:08UTC
(G)http://j.mp/1MAH2qI (USGS)http://j.mp/1IxbWSa

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11105855326
https://twitter.com/sayunalily1/status/607874372318064640/photo/1
http://j.mp/1MAH2qI
http://j.mp/1IxbWSa


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
NIEDの地震履歴だと３連動地震になってる
15時01分：青森県沖：M5.5：震度4
15時02分：宮城県南部：M4.2
15時04分：宮城県沖：M4.2　
で、15時10分に再び（青森県沖：マグニチュード3.1）の地震。そして14時25分には（
三重県：マグニチュード2.7）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
長い時間、ゆれる地震だなぁと思ったら、

1分後に宮城県でもM4.2の地震が起こったみたい
東京でもプルプル揺れたな

青森県東方沖（マグニチュード5.5・深さ70km　最大震度4
）http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150608150513395-081501.html … 

amaちゃんださんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton · 23時間23時間前 
門の外にいても、「住居侵入罪」で逮捕され１０日間もブチ込まれる世の中ならば、

空気を吸ってるだけで市民が逮捕されたとしても、おかしくない。だとすれば、これ

は当事者だけの問題ではない。

宇宙天気ニュース @swnews · 6月8日 
[記事] 高速の太陽風が始まりました。磁気圏の活動も強まり始めています。
http://swnews.jp #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 6月8日 
飯館村。

https://twitter.com/cmk2wl/status/607758040742240256/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 6月8日 
韓国の原発の運営をしている公営企業に対し訴訟が急増している。きっかけは、女性

患者が原発による放射線によって甲状腺がんになったと裁判所が認めたことです…
韓国「原発でがん」訴訟次々　原告２５００人超　賠償認める判決受け（朝日新聞）

http://apital.asahi.com/article/news/2015060600045.html …

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150608150513395-081501.html
http://swnews.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/607758040742240256/photo/1
http://apital.asahi.com/article/news/2015060600045.html


War Is Over @kenshimada · 6月8日 
いまだに食べて応援とか言ってる人には、安部首相から福島県・佐藤知事に出された

出荷停止品目を見せてあげてください。

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

amaちゃんだ @tokaiamada · 6月8日 
俺たちの子供時代、企業の定年は50歳か55歳だった
なぜ、この年齢なのか？

自分で年取ってみると分かる。海馬の萎縮が進み「抜け落ち」が多くなる

固有名詞を思い出せなくなる

複雑な思考ができなくなる

知能指数が２０くらい低下する

放射能が劣化を強烈に加速するから始末が悪い

amaちゃんださんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 6月8日 
茨城県取手市の小中学校の心臓検診で、「要精密検査」と診断された児童が急増して

いるケースが東京新聞によって報道された。 「ＱＴ延長症候群」の疑いがあるという
ものだったが、これは、突然死を招くものである。http://bit.ly/1btxCy1

War Is Overさんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 6月7日 
あたしに情報提供してくれた世田谷区の配達員によると、自分の店だけでも放射能汚

染米をブレンドして納品している外食店は都内だけでも1000店以上あるし、他にも自
分の会社と同じイカサマをしている卸業者は数十店あるので、「被曝が恐ければ外食

をやめるしかない」とのこと。

War Is Overさんがリツイート 
Riяic� @ririppu_17 · 6月7日 
電車の中で人が倒れた

一瞬目も虚ろで、その後立ち上がったけどまた倒れた

みんなびっくりして何もできない声もかけることが出来ない後ずさるだけ

周りの人達もその後すぐに目を逸らしてスマホでゲームをする人、新聞で顔を隠す人

、そしてこうしてつぶやくことしか出来ない自分。

War Is Overさんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 6月7日 

http://ln.is/www.kantei.go.jp/sai/m4LC
http://bit.ly/1btxCy1


【やはりり徴兵制も始まりましたよ！】

■文部科学省発表「奨学金の返還に苦しむ人達に防衛省で就業体験を」

詳細→

http://ameblo.jp/takumiuna/entry-11919474737.html …
■まずは貧乏人から戦地へ行けか 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/607455654307962881/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
氏家法雄 @ujikenorio · 6月7日 
昭和１７年の夏、役場から突然「猫を供出せよ」とのお達し…「アッツ島を守っとる
兵隊さんのコートの裏毛になるんじゃ」。「女の気持ち：私の猫」『毎日新聞』2012
年８月３日付。煙草吸いにリビング横切ったらタマが起きた。おれは絶対いややで。 

amaちゃんださんがリツイート 
roujinbakudan @roujinbakudan · 6月5日 
@greatblue_mayol @kitahamamikiya そもそも、もんじゅは、発電所ではないんです。
「プルトニウム製造工場」なんですよ。

もんじゅは、軽水炉よりも、核兵器に適した「高純度のプルトニウム239」を製造する
ために建設されたのです。

War Is Overさんがリツイート 
天仙 @tensenten · 6月5日 
【なぜか日本語版がないWHO報告書】
WHO「福島県でガン多発」報告書”国と記者クラブが無視〜誰も書けなかった福島原発
事故の健康被害http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301691&g=131107 … 
https://twitter.com/tensenten/status/575825995619516418/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 6月5日 
太平洋回遊魚　鰹　鯖　鰯　秋刀魚　鰺などを食べると、最初に耳下腺が腫れて、次

になんともいえない倦怠感、不快感がやってきて、突然、歯槽膿漏や水虫が悪化する

完全に被曝症状、ストロンチウム９０が海産物汚染の主役に変わりつつあるが、まっ

たく測定されていない

War Is Overさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 2月21日 
うん、最近またバレバレの産地偽装やってるのよ。

http://ameblo.jp/takumiuna/entry-11919474737.html
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/607455654307962881/photo/1
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301691&g=131107
https://twitter.com/tensenten/status/575825995619516418/photo/1


「鹿児島県産のじゃがいも」　って表示されてるんだけど・・・

やけにデカイのよ。w　
どこからみても関東産なのね。

九州産のじゃがいもについてる土の色って　関東産とちょっと違うのよ。

バレてますよう。

https://www.youtube.com/watch?v=FL66P57NZY0
UA ううあ シャローム イスラエル民謡 

熱烈参照「シャローム・フルーツ」！

http://85358.diarynote.jp/201303141740528368/

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 3時間3時間前 
【大発見】これまで存在しないとされていた脳の管（リンパ）が発見された 
http://thecast.jp/archives/756

「ニッポン！ニッポン！」って、歌ってます…よね…？
…（＠＠；）…
https://www.youtube.com/watch?v=-vf0yKhCgVM&list=PLA5CD085CE8748CA7
Miami Boys Choir "Mitzvah" 

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
もう引き裂かれるような人生はなくなってほしい。戦争なんて起きないでほしい。そ

して時間は全ての心を癒してほしい。誰にでも友達がいて、正義が必ず勝ち、愛には

終わりなんてない。これが僕の大人のクリスマス・リストなんだ。http://bit.ly/fCb4ik

https://www.youtube.com/watch?v=dUfGwwlKWmw&index=3&list=PLA5CD085CE8748CA7
ידוד הכל  /Lecha Dodi- םולש הונ  ףסא 

https://www.youtube.com/watch?v=6pX9G542SMk

https://www.youtube.com/watch?v=FL66P57NZY0
http://85358.diarynote.jp/201303141740528368/
http://thecast.jp/archives/756
https://www.youtube.com/watch?v=-vf0yKhCgVM&list=PLA5CD085CE8748CA7
http://bit.ly/fCb4ik
https://www.youtube.com/watch?v=dUfGwwlKWmw&index=3&list=PLA5CD085CE8748CA7
https://www.youtube.com/watch?v=6pX9G542SMk


映画『パレスチナ1948・NAKBA（ナクバ）』予告編 

https://www.youtube.com/watch?v=8bofA0mHO0Q
#FREEPALESTINE 

https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ
LA Dabke Troupe Performing for SJP (UCLA) 

…まめがら焚いて豆を煮る。元これ同根より生ず…。
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日16:24
私にいわせりゃ「同じ地球人じゃないか！」なんですけど。ねぇ…

…（－－；）…

１４００年後？の「地球統一」目指して…、

がんばってくれ。アイリス…★
 

https://www.youtube.com/watch?v=8bofA0mHO0Q
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月９日）　脳ミソが崩れてる…

http://85358.diarynote.jp/201506091820235006/

…進撃の「立体機動」…！！
2015年6月9日 映画
　

…進撃の「立体機動」…！！
https://www.youtube.com/watch?v=rmHDDCC17oM
ミディ・ピレネー地方観光スポット特選〜

ジェール県オーシュ〜ガスコーニュ地方の奥深く

（１：３０から。）

…ドイツかと思ってる人が多いようだが、「やっぱり」フランス平原かぁ…！

https://www.youtube.com/watch?v=445F-G6L5us
【進撃の巨人】悔いなき選択の立体機動シーン　-attack on titan No Regrets Levi-
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506091914373890/

（＋α〜Ω！）…DANCE is DABKE…！
2015年6月9日 音楽 コメント (3)
　　

…「映画をＤＶＤで観る日」のつもりだったんですけど…
…（＾＾；）…

もちょっと、「歌って踊って平和祈念」にハマろうかな…☆
https://www.youtube.com/watch?v=6L4TxoLyMkc
DANCING AROUND PALESTINE 

https://www.youtube.com/watch?v=4gopjJhDvUc
Girls Dabke multicultural festival UOWD 

http://85358.diarynote.jp/201506091820235006/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://diarynote.jp/items/dvd-jp/B00C38PQE2/
https://www.youtube.com/watch?v=rmHDDCC17oM
https://www.youtube.com/watch?v=445F-G6L5us
http://85358.diarynote.jp/201506091914373890/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201506091914373890/
https://www.youtube.com/watch?v=6L4TxoLyMkc
https://www.youtube.com/watch?v=4gopjJhDvUc


アラブ語をひとつ覚えたぞ！（＾＾）！

ＤＡＮＣＥは、

ＤＡＢＫＥだ…！

https://www.youtube.com/watch?v=qz7B_4yPEck
Western Iraqi Dabke - Dabketna com - هيبرغ هيقارع  ةكبد   

https://www.youtube.com/watch?v=vkYbSwb0s4E
Jordanian Bag Pipes with Dabke 

https://www.youtube.com/watch?v=AClsDsKxrSg
Military Tattoo Edinburgh Scotland March Sword Dance 2008 

https://www.youtube.com/watch?v=VWLwz-QsA_0
IRISH DANCE

https://www.youtube.com/watch?v=IloEgETgAL0
The Wealth Dance by Kevin Green ( Wealth Coach ) 

https://www.youtube.com/watch?v=oPoDZQH9pJU
La Tourbillante "Pastourelle de Gascogne" Rezekne Sondori 1080p 08 07 2011 154248 

https://www.youtube.com/watch?v=Ymi9wafp8zA
2010 WMDF003 "Alkartasuna", Basque: アルカルタスナ 

https://www.youtube.com/watch?v=IqzOveN-LZI
Alkartasuna Dantza Taldea 

https://www.youtube.com/watch?v=1rWt7-MLtY8
ErriaTxikota koreografia (Harribil dantza taldea) 

https://www.youtube.com/watch?v=wo8dWds6BdI
Zorba The Greek Dance 

https://www.youtube.com/watch?v=dwQuT3JYuMo

https://www.youtube.com/watch?v=qz7B_4yPEck
https://www.youtube.com/watch?v=vkYbSwb0s4E
https://www.youtube.com/watch?v=AClsDsKxrSg
https://www.youtube.com/watch?v=VWLwz-QsA_0
https://www.youtube.com/watch?v=IloEgETgAL0
https://www.youtube.com/watch?v=oPoDZQH9pJU
https://www.youtube.com/watch?v=Ymi9wafp8zA
https://www.youtube.com/watch?v=IqzOveN-LZI
https://www.youtube.com/watch?v=1rWt7-MLtY8
https://www.youtube.com/watch?v=wo8dWds6BdI
https://www.youtube.com/watch?v=dwQuT3JYuMo


Сюита из греческих танцев "Сиртаки-Sirtaki" 1-я ч. 
…カステラ一番♪　電話は二番♪　三時のおやつは文明堂…♪
…？☆（＾＾；）☆

https://www.youtube.com/watch?v=x4JFxkuTP0Y
Ansambl"SHOTA",PRIŠTINA : Pjesme i plesovi Kosova 

https://www.youtube.com/watch?v=UaCqPGsj3a8
Uyghur dance - Flower Belt 

https://www.youtube.com/watch?v=x-xthxripkA
the people closest to the sun 

回教（イスラム）なのに、

こんなハシタナイ踊り…、
いいのか？（＠＠；）

https://www.youtube.com/watch?v=sjTSGWfuGUA
Tibetan dance 2014 [ 02 ] 

https://www.youtube.com/watch?v=5dugNpR2S4s
Chang Shey Tibetan Girls 

https://www.youtube.com/watch?v=cFX075q4cRc
Myanmar Dance: Apyodaw Yein 

https://www.youtube.com/watch?v=MAN5YGNiizY
ミャンマー　カレン族の踊り

https://www.youtube.com/watch?v=ebSer9HlP4o

…これはまた娯しい眺めで…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=XUdlIew1i_c
達悟族勇士舞 

ソーラン！ソーラン…？！（＠＠；）

https://www.youtube.com/watch?v=x4JFxkuTP0Y
https://www.youtube.com/watch?v=UaCqPGsj3a8
https://www.youtube.com/watch?v=x-xthxripkA
https://www.youtube.com/watch?v=sjTSGWfuGUA
https://www.youtube.com/watch?v=5dugNpR2S4s
https://www.youtube.com/watch?v=cFX075q4cRc
https://www.youtube.com/watch?v=MAN5YGNiizY
https://www.youtube.com/watch?v=ebSer9HlP4o
https://www.youtube.com/watch?v=XUdlIew1i_c
https://www.youtube.com/watch?v=vSe1rY8freE


https://www.youtube.com/watch?v=vSe1rY8freE
勇士舞 

https://www.youtube.com/watch?v=4_FeMek7A4I
Mugen Yosakoi Soran - TAKIO Soran Bushi - Takio ソーラン節 

https://www.youtube.com/watch?v=9xNejtip7Ac
香港マカオの世界遺産とベストマッチなダンス　

ラプソディー・イン・ブルー仕立て 

https://www.youtube.com/watch?v=DhFwEvf23h4
香港舞蹈節 2013 香港舞蹈總會 《紫荊盃國際舞蹈邀請賽2013 - 獨舞組及小組群舞》

https://www.youtube.com/watch?v=PdjuHpyzw-o
世界エイサー大会２０１２ (準優勝 Eisa-Crew CROWN) 

https://www.youtube.com/watch?v=yzd0Cwyh_R0
屋慶名エイサー2012年10月7日 平和の願い 

　D　O　N　’　T　　K　I　L　L　　T　H　E　M　！！

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=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=Iw9BHNA7H7M
Hanayakara - 島人ぬ宝 

https://www.youtube.com/watch?v=pQlX_-I7QRA
山城ウメトさん９４歳、頭に一升瓶乗せカチャーシー踊る！！2014 11 26

https://www.youtube.com/watch?v=4_FeMek7A4I
https://www.youtube.com/watch?v=9xNejtip7Ac
https://www.youtube.com/watch?v=DhFwEvf23h4
https://www.youtube.com/watch?v=PdjuHpyzw-o
https://www.youtube.com/watch?v=yzd0Cwyh_R0
https://www.youtube.com/watch?v=NJOyg6Fc518
https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8
https://www.youtube.com/watch?v=Iw9BHNA7H7M
https://www.youtube.com/watch?v=pQlX_-I7QRA


 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日20:06
グルジアのイケメンダンスと、沖縄エイサー対決！

とか、観てみたいねぇ…ライブで♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月9日20:51
…なんか一日パソコンの前に座ってた…
…ｗ（＾＾；）ｗ…

あとは寝床で漫画読んで寝ますぅ…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月10日1:09
…なんだか人間やめてる。
ヽ（・＿・；）ノ

…てか、脳ミソが崩れてる…
(∋_∈)

。。。(〃_ _)σ‖

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


（６月10日）　文化も言語も違って、苦労を強いられ、独立闘争も絶望的状況らしい
…（ＴＴ；）

http://85358.diarynote.jp/201506100948209404/

【ナガ】ランドの七頭蛇の神さま…＋【人間の大地】…！

2015年6月10日 音楽 コメント (1)
　　

昨日なにか忘れてる曲があるなぁと思ったら、エジプトとナガランドが抜けてました…（＾＾；
）…（いや他にも「紛争地」は沢山あるけれども…！）

そんなわけで補足。（＾ｗ＾）

https://www.youtube.com/watch?v=1u5WJ-G_bbs
*NEFERTITI* - Belly Dance with Artistic concept of the Ancient Light- Hossam & Serena Ramzy 

エジプト文明は、インド文明の根底（源流）だ。と、私は思うのですが…

https://www.youtube.com/watch?v=BzeBddZRprI
BEAUTIFUL EGYPTIAN DANCER LAYLA TAJ 

誰かこの舞を日本の「紅白」に招聘して下さい…ｗ
（誰かさんとネタがカブる…?!）

https://www.youtube.com/watch?v=tUOYIZEK4us
Mythili Raghavan Academy of Indian Dances Pune - Naga Dance 

ナガランド族は日本の長（安曇）野の源流ではと言われているけど、国境的には「インドの少数

民族」なので、文化も言語も違って、苦労を強いられ、独立闘争も絶望的状況らしい…（ＴＴ；
）

むしろ中国領内だったら、他の少数民族と連携がとれたのに…

「国境」って…ムゴい…。

見た目の文化は台湾の少数民族や、むしろホピに近いかな…？

http://85358.diarynote.jp/201506100948209404/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201506100948209404/
https://www.youtube.com/watch?v=1u5WJ-G_bbs
https://www.youtube.com/watch?v=BzeBddZRprI
https://www.youtube.com/watch?v=tUOYIZEK4us


https://www.youtube.com/watch?v=k_O5BYeZ8Hg
Zeliangrong Naga Dance 

https://www.youtube.com/watch?v=Lo-zSvKxHWk
Rengma Naga folk dance popularly performed during Ngada festival 

https://www.youtube.com/watch?v=-rljpHZcPjg
ナガランドソング 

https://www.youtube.com/watch?v=HRP5H_pUaoo
謡い舞い 長野県

https://www.youtube.com/watch?v=RhhvUPjb4rs
松本市三才山　小日向神楽　獅子舞の笛 

https://www.youtube.com/watch?v=euNpnJSz77s
長野市若穂保科　高井穂神社の夏祭り

「弥栄祭（御祭礼）」　「天富貴舞」 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak9EWUvQdjQ
Yosakoi安曇野2014総踊り【安曇野アリガトヨ】

…検索おまけ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=9s49fRu96F4
神秘的な魅力「首長族」の少女たち 

…アフリカの祖先の民族的オシャレ文化を継いだまま、
人種的にはアジア化している。という、珍しい例だよね…♪

https://www.youtube.com/watch?v=_Cyi2znWj4Y
アイヌ古式舞踊 | AINU MUSICAL HERITAGE 

…なんで初音ミクさんみたいな喋りかたなんだろう…？？
？（＾＾；）？

https://www.youtube.com/watch?v=k_O5BYeZ8Hg
https://www.youtube.com/watch?v=Lo-zSvKxHWk
https://www.youtube.com/watch?v=-rljpHZcPjg
https://www.youtube.com/watch?v=HRP5H_pUaoo
https://www.youtube.com/watch?v=RhhvUPjb4rs
https://www.youtube.com/watch?v=euNpnJSz77s
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9EWUvQdjQ
https://www.youtube.com/watch?v=9s49fRu96F4
https://www.youtube.com/watch?v=_Cyi2znWj4Y


https://www.youtube.com/watch?v=4ZgCa4Vnj8s
アイヌモシリ　〜アイヌ民族の誇り〜 

わたくし、豊臣秀吉に誘拐された朝鮮両班と、

征夷大将軍に騙されて滅ぼされた福島アイヌの、

子孫であることを誇りとしておりますが…

なにか？　（＾ｗ＾）ｇ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月10日10:03
amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
イスラエルは、意図的にガザの妊婦と子ども達の殲滅を狙っている

イスラエルという既得権益を守るために、先住民パレスチナ人を根絶やしにする作戦に出ている

イスラム国を作ったのも、その戦略

ハマスを作ったのもイスラエルである

http://richardkoshimizu.at.webry.info/200812/article_25.html …

https://www.youtube.com/watch?v=4ZgCa4Vnj8s
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月10日）　「霊魂深化コイルを二重ねじり」にしてみたら、「パワーが上がり
すぎ」て、

http://85358.diarynote.jp/201506101055227507/

「強制避難」／福島県HPに１号機・２号機・３号機メルトダ
ウンって／とうとう専門家たちが認めた福島の小児甲状腺がん多

発／中性子線水蒸気で大量死が発生する／二桁に上がったら北海

道は危険。

2015年6月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（前項参照）

https://www.youtube.com/watch?v=Bk19AyeI11o
祝詞.wmv 

おはようございます。０８：２８です。

今日もバイトは休み。（＾＾；）

何故かと言うと、そもそも私が申請していた「月に一度は３連休♪」という贅沢習慣は誕生日の

６月８日から３日間。だけだったんですが、その前にもういっこ３連休が出来てしまっていた

のは、べつにＳＶの嫌がらせなわけじゃないでしょうから、「大魔王ルーセフ・エル・シャッダ

イ様」のせいですね…たぶん。

http://85358.diarynote.jp/201506101055227507/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150610/85358_201506101055227507_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150610/85358_201506101055227507_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150610/85358_201506101055227507_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Bk19AyeI11o


（おかげで被曝しないで済んだし♪）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コピペしきれないわ…（－－；）…
https://twitter.com/2ch_NPP_info

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
キャリントン事象　太陽黒点のX100超スーパーフレアが出ると極方面に近い地域には
超巨大な磁場が生成され変圧器などのコイルに莫大な誘導電流が流れ回路が焼き切ら

れてしまう

これは一斉にすべてのコイルに作用するので、復旧に数年もかかり、原発の電源も切

断する

非常用電源は三日しか持たない

…「今朝の覚醒夢」、これかな…？
…（＾■＾；）…

ちょっと思い付きのアイデアで

「霊魂深化コイルを二重ねじり」にしてみたら、

「パワーが上がりすぎ」て、

うちの「過保護霊」様たちが、ブラックアウト起こしかけてた…

…（－－；）…

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
イースター島のモアイ像、下の部分から胴体が発見される！初めて顔より下の部分を

調査！まさかの全身像！手や足も！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6770.html …
こうなるとモアイ像の移動が根底から覆る

モアイ像の製作は平安時代あたり

この頃数百トンの石材移動は大変な技術が必要だった

https://twitter.com/2ch_NPP_info
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6770.html


…あれは…（＾＾；）…

もしかして身代わり？の「首埋め処刑」とかだったのか…？
https://www.youtube.com/watch?v=a06vsfzF1_M
Conjunto Taure’a Re’a - Rapa Nui (ORI RAPANUI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a06vsfzF1_M


（６月10日）　なにかもう完全に、アタマと人格がコワレているという、薄ぼんやり
した自覚だけしか、残っていない。(・_・;)

http://85358.diarynote.jp/201506101438394740/

作者、諫山創氏を、全面的に支持する。

2015年6月10日 読書 コメント (1)
 

 
６巻までは１０８円の古本で

入手済みなんですけどね。

(^_^;)

以降は、

作者へのリスペクトの証として、

新品を定価で買います。

(^o^)／

http://85358.diarynote.jp/201506101438394740/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
http://85358.diarynote.jp/201506101438394740/
file:///tmp/puboo/118152/419685/ac42ff663b18f0144504/11353/epub/OEBPS/image/85358_201506101438394740_1.jpg


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）

2015年6月10日20:08
　

なにかもう完全に、

アタマと人格がコワレているという、

薄ぼんやりした自覚だけしか

残っていない。(・_・;)
 

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年６月）

（中旬）
 
 
 
 
 



（６月11日）　在サマーワ：特殊車両は攻撃対象になることが多いが、「キャプテン
・マージド（キャプテン翼の現地名）」が描かれた給水車は一台も被害にあっていない
とのこと。

http://85358.diarynote.jp/201506111456533464/

『進撃』中止…！（＾◇＾；）！
2015年6月11日 チベット有問題 ！ コメント (8)
中国で『進撃』上映中止って、ある意味アタリマエ過ぎて、

逆に笑えるｗ

https://twitter.com/search?

q=%E9%80%B2%E6%92%83%E3%80%80%E4%B8%AD%E6%AD%A2&src=typd
進撃　中止

リツイート数がなかなかすごいｗ

72件のリツイート 
Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 23時間23時間前 
【進撃の巨人 上海で上映中止】上海国際映画祭で、アニメ「進撃の巨人」が上映中
止に。「進撃の巨人」は最近中国でネット配信が禁止された。 http://yahoo.jp/e6pGXZ

悲しい fatman @ikepin2009 · 6月10日 
ドラえもんは上映させたけど、進撃の巨人は無理なんだな？国内細胞が調査兵団によ

る王政転覆を読んだんだな？www
【すまにゅ〜】 上海映画祭で「進撃の巨人」上映中止…説明なし : 国際 : 読売新
聞（YOMIURI ONLINE） http://smar.ws/pFwgN

進撃の巨人 画像BOT @shingeki_3imege · 6月8日 
【悲報】渋谷センター街で上映される予定だった『進撃の巨人』のOPテーマ「紅蓮の
弓矢」のフルver.配信が諸事情により配信中止になり、怒号と悲鳴で渋谷がウォール・
マリア状態となる事案が発生。 
https://twitter.com/shingeki_3imege/status/607804397226106880/photo/1

…とりあえず貼っておきましょう…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=7SyA65K8UBI
ビレイヤーの一連の流れ 【マルチピッチ・リード・トップロープクライミング】 

https://www.youtube.com/watch?v=Qsp7QdOvHcs
多機能確保器フジヤマ使用方法2012-10-05.mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=LdAZWSWUizY
130824クライミング中の宙づり状態からの脱出法　
文登研セルフレスキュー講習会　その後編 

https://www.youtube.com/watch?v=rto2UJZeINU
コンクリートにアンカーを打ち込む方法 

https://www.youtube.com/watch?v=yLnw-TVim5Q
【MAD】進撃の巨人OP　紅蓮の弓矢歌詞付き 

…ムリ！ゼッタイ…ッ！ｗｗｗｗｗｗ

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

検索おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ieakWocVey8
スタンドアップ魚突き 手銛　sup　spearfishing 　pole spear 水中銃
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月11日15:00
ていうかまず「残酷画像」で

「１８禁」だろうし★

ヽ（・＿・；）ノ

万里の長城には実際「人柱」がうまっているしなぁ…
。。。(〃_ _)σ‖

…おや入力できない★
15時00分ジャスト。(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月11日15:02
…三陸が揺れまくってる…
(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月11日21:23
地震が凄いね。(・_・;)

札幌の水道水が

もはや洗濯や洗顔も嫌かなと

感じるレベルに…(-"-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日0:05
amaちゃんださんがリツイート 
m TAKANO @mt3678mt · 6月6日
 
まともな日本を安倍晋三から取り戻すために、今、日本人が心がけるべきこと。

▶�長いものに巻かれない。
▶�臭いものに蓋をしない。
▶�水に流さない。
▶�出る杭になる。
▶�見る、聞く、話す。

〜エ〜レ〜ン！♪（＾◇＾）♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日0:06
amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
中国メディアの環球網は９日、中国高速鉄道では未だかつて死亡事故は起きていないとし、中国

浙江省温州市で２０１１年に発生した鉄道衝突脱線事故の車両は「高速鉄道ではなかった」と

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150611-00000005-scn-bus_all …
あれは快速鉄道だから新幹線じゃないんだってよ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日0:27
森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 11時間11時間前 
在サマーワ：こういった特殊車両というのは当地で攻撃の対象になることが多いようなのですが

、「キャプテン・マージド（キャプテン翼の現地名）」が描かれた給水車は一台も被害にあって

いないとのこと

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/iraq/renraku_j_0412b.html … 
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/608858786648891392/photo/1
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日8:26
amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
北京と杭州で無人スーパーの実験

http://jp.ntdtv.com/news/13706/%E3%80%90%E4%B8%AD%E5%9B%BD%EF%BC%91%E5%88%86%E9%96%93%E3%80%91%E5%8C%97%E4%BA%AC%E3%81%A8%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E3%81%A7%E7%84%A1%E4%BA%BA%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93
…
中国では商品販売が無人であるということは、品物を盗んでよいとの意思表明である

 

まぁそうだろｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:35
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
泥巫女 @DOROMICO · 2014年7月10日 
スタバで珈琲飲まない←不味い

マクドナルド食べない←死ぬる

アフタヌーンティーで買わない←ダサい

ネスレ買わない←アセスルファムK満載
エスティーローダー使わない←石油満載

コカコーラ飲まない←死ぬる

だけど何よりもイスラエル支援企業だから買わないんだ！！！買うもんか！！！
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（６月12日）　「書かなければ、完成しない。」

http://85358.diarynote.jp/201506120857494352/

「戦わなければ、勝てない。」

2015年6月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)

　

「書かなければ、完成しない。」

http://76519.diarynote.jp/?day=20060701

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 6分6分前 
もうそこまでできているのか。わかった、引き続き報告を——

おや？　どうしたのだ。原稿は進んでいるかね？

https://www.youtube.com/watch?v=zEz3Deao5p8
坂本龍一 ぽっぽや 鉄道員 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
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　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

０．四界神話　　　　大地世界の東の森に棲む飛仙族はこのように語り継ぐ。

０－１．上古神代

０－１－１．転生霊界　　普遍自在神マンマワァガは転生霊界を主宰する。

０－１－２．転生司神　　魂とは転がり生まれ変わり成長する存在である。

０－１－３．転生界成　　新たな魂の揺籃として新しい世界卵を用意する。

０－１－４．四界同堂　　新たなる試みとして卵の界は四つに分かたれる。

０－１－５．新神推挙　　若き神々から新たな界を司る主神達が選ばれた。

０－１－６．姉神世界　　姉なる神リィシェンサラルは学識と研鑽を好む。

０－１－７．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と闘争競技を好む。

０－１－８．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸舞踊を楽しむ。

０－１－９．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは抜擢を恐れ畏み断る。

０－１－10．再度神請　　マンマワァガ再度ティアスラァルに主宰を命ず。

０－２．学究研鑽

０－２－１．

０－２－２．

０－２－３．

０－２－４．

０－２－５．

０－２－６．

０－２－７．

０－２－８．

０－２－９．

０－２－10．

０－３．武芸百般

０－３－１．

０－３－２．

０－３－３．

０－３－４．

０－３－５．



０－３－６．

０－３－７．

０－３－８．

０－３－９．

０－３－10．

０－４．技芸農耕

０－４－１．

０－４－２．

０－４－３．

０－４－４．

０－４－５．

０－４－６．

０－４－７．

０－４－８．

０－４－９．

０－４－10．

０－５．生命観賞

０－５－１．

０－５－２．

０－５－３．

０－５－４．

０－５－５．

０－５－６．

０－５－７．

０－５－８．

０－５－９．

０－５－10．

０－６．往来交歓

０－６－１．

０－６－２．

０－６－３．

０－６－４．

０－６－５．

０－６－６．



０－６－７．

０－６－８．

０－６－９．

０－６－10．

０－７．亀裂不和

０－７－１．

０－７－２．

０－７－３．

０－７－４．

０－７－５．

０－７－６．

０－７－７．

０－７－８．

０－７－９．

０－７－10．

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。

０－８－１．

０－８－２．

０－８－３．

０－８－４．

０－８－５．

０－８－６．

０－８－７．

０－８－８．

０－８－９．

０－８－10．

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。

０－９－１．

０－９－２．

０－９－３．

０－９－４．

０－９－５．

０－９－６．

０－９－７．



０－９－８．

０－９－９．

０－９－10．

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。 
０－10－１．
０－10－２．
０－10－３．
０－10－４．
０－10－５．
０－10－６．
０－10－７．
０－10－８．
０－10－９．
０－10－10．

　訳註：　後代の大地世界ダレムアスにおいて飛仙族と翅仙族と呼ばれる民は、滅ぼ

された光球界エルシャムリアからの避難者の末裔であり、闇洞界ボルドムへの恨みは

深く、かつ、光球界においては中枢から離れた入門者的地位にあった集団であるため

、その希薄な伝聞情報が語り伝えられるうちに変遷し伝承となり神話となり、年ごと

の祭りの催しとして定型化された「物語」は、精確な史実からはかけ離れたものにな

っている。あくまでも「神話」であり「伝説」である…。

　〜 「後世の歴史家」アグラ・ラン・アグラス 記 〜

https://www.youtube.com/watch?v=tm-13w8HbcE
鐵道員 終章
 
       
 

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6月12日23:56
Lightworker @Lightworker19 · 17時間17時間前 
夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、 計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。
故に、夢なき者に成功なし。 - 吉田松陰 　http://bit.ly/13ecpDr

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月13日8:41
amaちゃんださんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 12時間12時間前 
（続き）関係するシーンで桂が登場せず、小田村に置き換えられているところがある」「歴史フ

ァンが『なぜ小田村が桂の功績を横取りするのか』と声を上げるのも当然だろう」　答えは、小

田村伊之助の曾孫である小田村四郎氏が、日本会議の副会長だから。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月13日8:42
amaちゃんださんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 12時間12時間前 
大河ドラマを「首相の地元である長州と日本会議」への「献上品」に使うだけでなく、歴史ドラ

マの筋書きを史実無視で「首相の地元である長州と日本会議」に都合のいいように書き換えてし

まう。今のNHKは到底、公共放送とは呼べないだろう。歴史修正主義を絵に描いたような大河ド
ラマを放送している。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月13日8:55
War Is Overさんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi · 6時間6時間前 
人間は本気になればなんでもできるのに、初めから諦めてなにもしない人と、やってみせる人で

は根本的になにが違うのかを本気になって考えないといけません。【ドイツの世界記録。原発約

２０基分を太陽光で発電】

"14/10
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月13日9:01
War Is Overさんがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi · 7時間7時間前 
あなたは面白い人ですね。「マスコミは事実を伝えない！」と不満を述べるので、私が日本社会

の事実を語ると安易に感情を害す。あなたは事実を知りたいのですか？それとも己の思い込みの

中に安住したいのですか？事実や真実は、あなたをあなたの思い込みから引きずり出すので痛い

ことも多いものです。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日8:42
amaちゃんだ @tokaiamada · 23時間23時間前 
田舎暮らしは、何でも自分で製作修理保守しなければいけない

農作、家、道具類、電気、本当に何でもやるから必要な知識と技術は膨大になる

学校で習った受験技術など、ほとんど通用しない

むしろ小中学校の基礎知識が役に立つ

学歴を自慢するようなアホは、田舎暮らしでは何一つ問題を解決できない
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（６月12日）

http://85358.diarynote.jp/201506121017071055/

今朝の札幌は最高です♪

2015年6月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (7)
どうせならこんな上天気が、

人生最期の一日になるといいのに♪(^_^;)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日10:21
めも。

飛仙族の使用言語はつまびらかに伝えられていないため、

大地皇に降嫁した仙王女セイラが、その兄フェルラダルの協力を得て大地の白都民のために編纂

翻訳した底本をテキストとした。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:06
めも。

アウルワ・ウルウィア・ウルワニス…

って、誰の名前だったっけ…
(・ω・;)(;・ω・)

…アルバトーレの娘だっけ…？
┐(’〜`；)┌
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:09
めも。

エルシャムリアの副主神の名前が「思い出せない」ので、物語設定として仮に、

アウル・ウル・ウルワン…

に、しようと思ってたら、

昼休み妨害電話が入って、

切ったら↑の名前が

アタマに浮かんでた…
？(^。^;)？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:13
めも。

ダレムアスの飛仙族は、

エルシャムリアの末裔…
という基本設定だったのに、

いま気づいたら、

真珠光沢の白肌に青〜緑の髪。

接触ＰＫ持ち。

…って人種的特徴は…
(‾○‾;)

むしろ、ジーストゼネラと、

リスタルラーナの混血種族だ…

(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:20
神じゃなくて仙だし。
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


碧葉の流れを汲む留学生の子孫かな…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:22
互選王の終身親政制。

文化レベルはむしろ知水学派に負ける？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日23:57
Lightworker @Lightworker19 · 18時間18時間前 
その猫のような存在は「君は私をよく彼と表現していた。もっとも私に性別はないが…。私の名
前はシーケインだ。私を思い出せないからといって困ることはない。」「時間のない領域へ マイ
ケル・J・ローズ」http://amzn.to/v4Ckd9

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


（６月13日）　…てことは「ソレル女史（つまり私…？（＾＾；）？

http://85358.diarynote.jp/201506130046458402/

天の鈿女の命の鰓の鳥女の…（違っ
2015年6月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RkZkekS8NQU
ERA - Ameno

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日10:21
めも。

飛仙族の使用言語はつまびらかに伝えられていないため、

大地皇に降嫁した仙王女セイラが、その兄フェルラダルの協力を得て大地の白都民の

ために編纂翻訳した底本をテキストとした。

http://76519.diarynote.jp/200607200031570000/
＞飛仙の一族はもともと天球界（エルシャマーリャ）の住人であり、争乱の衝撃にも帰天するこ

となく耐え、女神リーシェンソルトに殉じて眠りにつくことも安楽としなかった、天球人として

は異色の根性すわった人々の子孫である。とは言えダレムアスや地球の一般人から見ればはるか

に思索的で穏やかで高尚な連中である。

＞地球へ移住した同族たちは“精霊”（ファミコンで言うハイエルフの方。『指輪物語』では森の精
霊（シルヴァンエルフ）とも）“神仙”などとも呼ばれ、また南米大陸では「海の向こうに去った白
い神々」の伝承のもとともなった。

＞日本と呼ばれる島国に争乱時代より前に移民（婿入り？）した者たちの末は善野（おおの）に

子孫を残し、白鳥天宮（しらとりてんぐう）（白色天狗）の名で祖神として奉られている。

＞余談だがダレムアス（皇女戦記）シリーズの主要キャラである“地球人”翼 雄輝（つばさ・ゆうき
）（このナマエ変えようかー★）はこの直系の当主一族の最後の生き残りであった。

＞大地世界においては北東部の広大な森林地帯を占有？しており、大地の民の崇敬を受けてはい

るが、あまり人界に関わることはない、謎の存在でもある。

http://85358.diarynote.jp/201506130046458402/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506130046458402/
https://www.youtube.com/watch?v=RkZkekS8NQU
http://76519.diarynote.jp/200607200031570000/


…うわ！（＠＠；）！　この裏設定、そういや忘却の彼方だった…ッ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:06
めも。

アウルワ・ウルウィア・ウルワニス…

って、誰の名前だったっけ…
(・ω・;)(;・ω・)

…アルバトーレの娘だっけ…？
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:09
めも。

エルシャムリアの副主神の名前が「思い出せない」ので、物語設定として仮に、

アエル・ウル・ウルワン…

に、しようと思ってたら、

昼休み妨害電話が入って、

切ったら↑の名前が

アタマに浮かんでた…
？(^。^;)？

あったあった…（＾＾；）…☆
http://76519.diarynote.jp/200606080025040000/
＞　冒 険 譚　− アウルア・ウルウィア・ウルワニス − 

http://76519.diarynote.jp/200606090004420000/
＞温暖な中北部地方の守り神である水霊（アトル）、アウルア・ウルウィアからもたらされたも

http://76519.diarynote.jp/200606080025040000/
http://76519.diarynote.jp/200606090004420000/


のだった。

アルマンディン兄様ってば、いったいどこまで遠征してるんですか…っｗ
ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=qRUOTwQuGi4
Ameno - Era (1 HOURS) 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:13
めも。

ダレムアスの飛仙族は、

エルシャムリアの末裔…
という基本設定だったのに、

いま気づいたら、

真珠光沢の白肌に青〜緑の髪。

接触ＰＫ持ち。

…って人種的特徴は…
(‾○‾;)

むしろ、ジーストゼネラと、

リスタルラーナの混血種族だ…

(^。^;)　

http://76519.diarynote.jp/200705270120590000/
http://76519.diarynote.jp/200605130001140000/

…てことは「ソレル女史（つまり私…？（＾＾；）？）が、

「遺伝子調整して子どもが生まれるようにした」連中の子孫だから…

まぁ、エルシャムリアに来るかな…☆

https://www.youtube.com/watch?v=qRUOTwQuGi4
http://76519.diarynote.jp/200705270120590000/
http://76519.diarynote.jp/200605130001140000/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:20

神じゃなくて仙だし。

碧葉の流れを汲む留学生の子孫かな…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月12日16:22

互選王の終身親政制。

文化レベルはむしろ知水学派に負ける？

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月13日0:52
…寝ます…☆（＾＾；）☆…
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150613/85358_201506130046458402_3.jpg


（６月13日）　だめだ。脳ミソがまったく動かん…

http://85358.diarynote.jp/201506130944359635/

姉なる女神の治める界は《光球界》と称される

。

2015年6月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8FDqPhaIw
Celtic Music - Myth 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

０．四界神話　　　　　　大地世界の東に棲む飛仙族このように語り継ぐ。

０－１．　　上古神代　　かつて在り、いまも在り、常に在る世界の物語。

０－１－１．転生霊界　　普遍自在神マンマワァガは転生霊界を主宰する。

０－１－２．転生司神　　魂とは転がり生まれ変わり成長する存在である。

０－１－３．転生界成　　新たな魂の揺籃として新しい世界卵を用意する。

０－１－４．四界同堂　　新たなる試みとして卵の界は四つに分かたれる。

０－１－５．新神推挙　　若き神々から新たな界を司る主神達が選ばれた。

０－１－６．姉神世界　　姉なる神リィシェンソルトは学識と研鑽を好む。

０－１－７．兄神世界　　兄なる神グァヒギルグは武芸と競技闘争を好む。

０－１－８．妹神世界　　妹なる神マライアヌディアは技芸舞踊を楽しむ。

０－１－９．弟神世界　　弟なる神ティアスラァルは抜擢を恐れ畏み断る。

０－１－10．再度神請　　マンマワァガ再度ティアスラァルに主宰を命ず。

http://85358.diarynote.jp/201506130944359635/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506130944359635/
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8FDqPhaIw


https://www.youtube.com/watch?v=Pw9eBGOCREY
Celtic Music - Free souls 

０－２．　　学究研鑽　　姉なる女神の治める界は《光球界》と称される。

０－２－１．合議討論　　若き神々らが集い一卵四界案の是非を討議する。

０－２－２．選主禅定　　四界の推奨者リーシェンソルトが主神と定まる。

０－２－３．創案造営　　都の概要が定まり若き神々が創造にとりかかる。

０－２－４．光輝都城　　壮麗なる都、光輝球《エルシャムリア》と称す。

０－２－５．推挙招聘　　知識と叡智を求める者に参集が呼びかけられる。

０－２－６．文化文明　　古今東西のあらゆる文化文明の情報を学ぶ都城。

０－２－７．

０－２－８．

０－２－９．

０－２－10．統合学派

https://www.youtube.com/watch?v=FK_LnOtn12c
Celtic Music - Night Of The Wolf

０－３．　　適者生存　　剛毅なる者こそ生きるに適す正しき存在である。

０－３－１．王神推挙　　強者集い王を定め一卵を求め普遍自在神に請う。

０－３－２．

０－３－３．

０－３－４．

０－３－５．

０－３－６．

０－３－７．

０－３－８．

０－３－９．

０－３－10．

https://www.youtube.com/watch?v=Pw9eBGOCREY
https://www.youtube.com/watch?v=FK_LnOtn12c


https://www.youtube.com/watch?v=c_bWMUYAEck
Myth Music Mix (Season 1) - I - Dark Rise 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月13日11:35
心霊魂魄

死生命数

粒玉塊群

文化技芸

統合学派

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月13日15:52
粒玉滴星？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日9:02
Lightworker @Lightworker19 · 17時間17時間前 
リラ人は、もともとアリャン人でした。アリャン人は、プレアデスと アンドロメダに残された民
族です。人間型人種は、この地域からのDN Aから来ています。古代のリラ人は、タイタン（Titan
）です。巨人の ビッグフットは、リラ人の子孫です。http://bit.ly/14bM0qs

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日9:03
Lightworker @Lightworker19 · 17時間17時間前 
地球を含む宇宙は、一度セントラルに吸い込まれて、再び別次元に現れるでしょう。この時には

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


、それぞれの選択が明確な現実となって現れます。http://bitly.com/1z7zl7v

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日9:11
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…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日9:22
…う〜ん…（＾＾；）…

「ネタがかぶって」る…っ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日9:28
だめだ。脳ミソがまったく動かん…
…（〜〜；）…

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


（６月⒕日）　「私の基本デザイン」なら、トータルは欝金と漆黒と真珠光の外装かな
、うん。o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201506141118118361/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日11:19
頭痛、めまい。倦怠絶望感。

(∋_∈)
2011年３月10日頃の
体調に似ている…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日16:02
紅蓮宮

銀閃宮

蒼炎宮

欝金宮

虹耀宮

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月14日16:18
違うな。(^_^;)
「私の基本デザイン」なら、

色分けは内装のみだ。(^_^;)
トータルは欝金と漆黒と真珠光の外装かな、うん。o(^-^)o
 
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（６月15日）　「史実が憶測で伝聞され変形され伝承に従い定型神話と化した物語」
／（だって、前世？記憶？喪失中？だし…ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201506150824406883/

（作業中）…白銀も黄金も真珠も何にせむ。優
れる宝、原稿にしかめやも…
2015年6月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (8)

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 6 時間6 時間前 

さあ、その大量に積み上げた資料を整理して原稿を作りなさい。

…（＾_＾；）…

蛇足：http://www008.upp.so-net.ne.jp/bungsono/shisoro/100nin014.htm

お♪　「笛」検索で、拾い物…♪
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

…いや、
「史実が憶測で伝聞され変形され伝承に従い定型神話と化した物語」

http://85358.diarynote.jp/201506130944359635/　が、

うまくまとまらないので…
…（＾へ＾；）…

「前世記憶？を思い出した？状況概要」に、

「欠落部分はテキトーに面白おかしく物語設定を勝手にくっつけ」て、

先に、こっちをまとめてみようかな、と…
　…（＾＾；）…

http://85358.diarynote.jp/201506150824406883/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506150824406883/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506150824406883_1.jpg
http://www008.upp.so-net.ne.jp/bungsono/shisoro/100nin014.htm
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
http://85358.diarynote.jp/201506130944359635/


https://www.youtube.com/watch?v=tJzqWDoSBaA
12 Girls Band 女子十二樂坊 - 敦煌 Dunhuang (MV) 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

９．時空還流　　　　　そもそものこの人類文明の終わりと始まりの無限還流。

９－１．統合学府　　　３世界の最高教育機関が一堂に会する。

９－１－１．朝輝林樹　朝日ヶ森学園。

９－１－２．虹輪光芒　虹の生まれる谷。

９－１－３．春葡萄野　春葡萄の豊かに実る土地。

９－１－４．共智学院　（地下共同体。）

９－１－５．嚆矢共学　スリナエロス・ソロン・スレルナン。

９－１－６．独立自尊　権力不干渉を掲げ三世界の接点に衛星都市を築く。

９－１－７．全知全能　汎宇宙協商に認められ時空間移動機器を管理する。

９－１－８．　　　　　人種闘争と政権乱立の混乱に翻弄される。

９－１－９．孤立救援　宇宙が乱れ貧民の教育が失われるなか孤高を護る。

９－１－10．増員派兵　惑星《紅蓮》の生き残りを受け入れ居住地を拡げる。

https://www.youtube.com/watch?v=plYHOkIUKCg
Twelve Girls Band - Glory (MV) 輝煌 

９－２．

９－２－１．恒久共存　試行錯誤のはてに幾つかの人類が政治的に統合される。

９－２－２．永遠不滅　時空間が統御され不滅の命と無窮の動力が担保される。

９－２－３．文化爛熟　あらゆる贅沢あらゆる知識あらゆる幸福が供給される。

９－２－４．睡魔誘惑　死ぬことなき生に飽いて眠りから醒めぬ人々が増える。

９－２－５．

https://www.youtube.com/watch?v=tJzqWDoSBaA
https://www.youtube.com/watch?v=plYHOkIUKCg


９－２－６．

９－２－７．

９－２－８．

９－２－９．

９－２－10．壺中天夢　紅蓮の技術供与による亜空間疑似史創造計画が始まる。

https://www.youtube.com/watch?v=aetRj4S647M&list=RDtJzqWDoSBaA&index=10
12 girls band _ ruten 

９－３．学究研鑽

９－３－１．

９－３－２．

９－３－３．

９－３－４．

９－３－５．ありとあらゆる時空の記録媒体と情報体験が集まる。

９－３－６．

９－３－７．

９－３－８．

９－３－９．

９－３－10．

https://www.youtube.com/watch?v=nWdLVOeYyIU&list=RDtJzqWDoSBaA&index=8
12 Girls Band - Clouds Of The Sky 

９－４．適者生存　　和に倦んだ不老不死人のための「疑似生存競争」体験。

９－４－１．

９－４－２．

９－４－３．

https://www.youtube.com/watch?v=aetRj4S647M&list=RDtJzqWDoSBaA&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=nWdLVOeYyIU&list=RDtJzqWDoSBaA&index=8


９－４－４．

９－４－５．

９－４－６．

９－４－７．

９－４－８．

９－４－９．

９－４－10．

９－５．技芸娯楽　　疑似生体の「肉体」を動かして生きる歓びを体感しよう。

９－５－１．

９－５－２．

９－５－３．

９－５－４．

９－５－５．

９－５－６．

９－５－７．

９－５－８．

９－５－９．

９－５－10．

９－６．鑑賞観察　　（いわゆる「帰宅部」…（＾＾；）…）

９－６－１．

９－６－２．

９－６－３．

９－６－４．

９－６－５．



９－６－６．

９－６－７．

９－６－８．

９－６－９．

９－６－10．

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。

９－７－１．

９－７－２．

９－７－３．

９－７－４．

９－７－５．

９－７－６．

９－７－７．

９－７－８．

９－７－９．

９－７－10．

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。

９－８－１．

９－８－２．

９－８－３．

９－８－４．

９－８－５．

９－８－６．

９－８－７．

９－８－８．



９－８－９．

９－８－10．

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。

９－９－１．

９－９－２．

９－９－３．

９－９－４．

９－９－５．

９－９－６．

９－９－７．

９－９－８．

９－９－９．

９－９－10．

https://www.youtube.com/watch?v=q9QYGGx4dKQ&list=RDtJzqWDoSBaA&index=16
12 Girls Band - Glory 

９－10．天網恢恢　　事変関係者の高位霊たちがすべて初級の六道輪廻に戻る。

９－10－１．
９－10－２．
９－10－３．
９－10－４．
９－10－５．

９－10－６．
９－10－７．
９－10－８．

https://www.youtube.com/watch?v=q9QYGGx4dKQ&list=RDtJzqWDoSBaA&index=16


９－10－９．
９－10－10．

（以下、命名と配役テキトー…☆）
（＾＾；）

（だって、前世？記憶？喪失中？だし…ｗ）

リ・イセン・エセンソール　統合学府主席。長身竜頭種。容貌不安症。

アウル・エル・ウルヴァン　リセンの先輩。痛烈な舌鋒を誇る稀代の論客。

アスル・セラ・テインタール　王神。「史上最強」（ガーヒーギールド）。

テレンデ・エ・デワンガアーデン　王神の参謀役。

マルアイア・イラ・アルディス　史上最年少（飛び級）入学者。

ユーリス・エーレン・デ・イラス　統合学府生 兼 動体学府の副主席。

リル・エキセス・ジューンナール　長生種。統合学府留年？中。

ハッフサップ・ディリス・ヴルヴェン　…毒舌な変人…。（仮）（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=GWC1M2fkzvU&index=23&list=RDtJzqWDoSBaA
12 Girls Band - Door To Tomorrow 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日9:34
…どんなんだ「１２次元」…＜（〜〜；）＞…☆

https://www.youtube.com/watch?v=GWC1M2fkzvU&index=23&list=RDtJzqWDoSBaA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
新たになる時、アセンションし拡大した地球に順応する時です。5次元から12次元に拡大するだけ
でなく、かつての3つの「光明の時代」をアンカーし繋がる時です。新生地球では感覚が広がり目
的を新たにして人生を再出発することが欠かせません。http://bit.ly/1hDT2Lz

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日9:40
おっと！「ご近所さん」じゃん…☆
（＠＠）

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
テレパシーで会話している。これだと未来人の多元宇宙のエイリアンとすら、いつでもコミュ

ニケーとできるからだ。さて、自宅に帰ろう。自分は、瞬間的に消失して、次の瞬間には、サッ

ポロ中心部から１０キロ離れた平和第二町内会の自宅に移動している。http://bit.ly/ojB9ns

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日14:16
いったん休憩〜ッ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月16日8:31
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
文系学部／大学院の廃止や見直しを打ち出した文科省は体制に批判的な学生や学者の拠点を破

壊へ 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201506150000/ …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月16日8:57
…いっぺんこの「明るい労働者」さんとはサシでお話したい…☆
（＾＾；）

歩いて１５分くらい？のところに住んでるらしいしな〜☆

偽アカウント作って、もいちどツイッタに潜り込むかな…？

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/


Lightworker @Lightworker19 · 6時間6時間前 
アシュタールとは、キリストやブッダなどの高次元の存在とともに働く１１次元のアセンデッド

・マスターであり、宇宙連合の司令官、コマンダー・アシュタールとして全宇宙に愛と平和の光

をもたらすことを使命としています。http://bit.ly/14DjElU

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月16日8:57
Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
Twitterにアクセスして真実を知られてしまうと困るんだな。だって騙せないじゃない ← ＮＨＫの
本音

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月16日8:58
Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
私たちといっしょにもっと楽しい冒険ができるはずです。実は私たちプレアデス星人もあなた方

と同じように、犬が自分のしっぽを追いかけてぐるぐると同じ場所を回っているような過去があ

りました。http://bit.ly/1i3ljvj

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月16日23:59
Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
この銀河をつくり、ケアテイカーとして知られているのがPaa Talという存在です。しかし彼らは
三次元から地球から消失しています。彼らは高い次元にいるためであり、高いところから降りて

きて三次元をつくってまた去っていったそうです。http://bit.ly/1aP0Fef

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


（６月15日）　大魔王エル・シャッダイ様の御陰謀ですね？

http://85358.diarynote.jp/201506151411436644/

別件ＢＧＭめも。

2015年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
別件ＢＧＭめも。

https://www.youtube.com/watch?v=LUB6zCGrD_E
【歌詞つき】GO WAY GO WAY (live ver) / FoZZtone[official] 

これ用ね。（＾＾；）

http://76519.diarynote.jp/200605200011070000/
『ロング・ウェイ・ホーム』（……仮題……？？）

http://85358.diarynote.jp/201008230806215037/
Going Home　act.1
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506152023497268/

「俺は喰うために殺しただけだ！」　（＋次回予告！）

2015年6月15日 映画

http://85358.diarynote.jp/201506151411436644/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=LUB6zCGrD_E
http://76519.diarynote.jp/200605200011070000/
http://85358.diarynote.jp/201008230806215037/
http://85358.diarynote.jp/201506152023497268/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506152023497268_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506152023497268_2.jpg


はてさて。（＾＾；）

自分の原稿！に行き詰ったので、

「放射能に殺される前に、映画を１０００本（以上）観てから死ぬ！」

…という新しい人生（余生？）目標に沿って、今日はしっとりと、
『鉄道員〜ぽっぽや〜』を観る予定だったのに、

https://www.youtube.com/watch?v=zEz3Deao5p8
坂本龍一 ぽっぽや 鉄道員 

何故か？（〜〜；）？

とっておいたトリガーが見つからなくなり…
…（－－＃）…

で。

何故か？…（〜〜；）…

こんなサツバツとした特撮を観るハメになり…

https://www.youtube.com/watch?v=N7TSQQQVDEk
映画 full movie: デビルマン - Devilman: Live Action Eng Sub - Japanese Movie 

…（－－；）…

いや、おもしろかったけど。ツッコミどころも色々あって…☆

…（＾へ＾；）…

えぇ。わかってますとも。

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150615/85358_201506152023497268_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zEz3Deao5p8
https://www.youtube.com/watch?v=N7TSQQQVDEk


どーせ、リョー君にキャラが「そっくりさん」の（＾＾；）

大魔王エル・シャッダイ様の御陰謀ですね？そうですね…ッ？

…ｗ（＾へ＾＃）ｗ…

（こんなサツバツとした話、リアルだけで十分なんだってば…ッ!!!!!★）

https://www.youtube.com/watch?v=DJMleuamx2k
聖飢魔Ⅱ　THE END OF THE CENTURY 

…じゃなくて…！

言っとくけど、この次の機会には、もっとしっとりした、

平和で牧歌的で、「抒情的な」映画を観るからね…っっっっっ！！！！！！

こういう感じの…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=MrxKW5fTBig
星めぐりの歌　映画「あなたへ」より

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506152056564441/

「これは、罠だった…」
2015年6月15日 映画 コメント (1)
あれ？（＾□＾；）？

エルさん、これちょっと違…っ

https://www.youtube.com/watch?v=rsyoc_wDNww
映画 dvd 2015 鴨川ホルモー 映画 フル Full MOVIE 

https://www.youtube.com/watch?v=DJMleuamx2k
https://www.youtube.com/watch?v=MrxKW5fTBig
http://85358.diarynote.jp/201506152056564441/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://85358.diarynote.jp/201506152056564441/
https://www.youtube.com/watch?v=rsyoc_wDNww


（いや、観たかったやつだけど…っｗｗｗ）
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月15日21:10
途中１４：１７で、速くも飽きました…☆
…（＾＾；）…
 

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


（６月16日）　惑星ジレイシャはもともと階級身分制が厳しく、とりわけ女性の地位
は一段低いものと当然のように見なされていた。

http://85358.diarynote.jp/201506161032517546/

《紫聖学院》

2015年6月16日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

惑星ジレイシャはもともと階級身分制が厳しく、とりわけ女性の地位は一段低いものと当然のよ

うに見なされていたが、一部の特権階級男性が家系や派閥間の激しい権力闘争に際して足手まと

いにならない、暗愚でない伴侶や愛妾を必要としたため、素質ある女児を選んで高等教育を施す

私娼窟や私塾が発生し、やがて名家の子女も寄宿して学問教養政争術を身に付けることのできる

準公的機関となった。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月16日15:59
あくまでも権門富裕階級の男性に「買われる」ための付加価値としての教育体制であったが、や

がて在学中に自ら傷や刺青を入れ「容貌醜悪につき」と購入希望を断るツワモノ達が現れ、生涯

婚姻することなく、学院に残って後進の指導にあたった。

これがジレイシャ高等階級子女に赦された史上初唯一の職業となった。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月16日16:07
また一方で、代々の主席卒業者は家柄が低くとも皇帝後宮への推挙が受けられるという慣習が成

立したため、自らの才覚を頼む子女らが唯一の立身出世の道として学問に励む例も増えた。

彼女らの才覚と人生を惜しんだ賢明帝ティワスが政令を発し、後宮より出でて表の宮で男性官人

http://85358.diarynote.jp/201506161032517546/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506161032517546/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


の補佐職や家政第一夫人の地位につく道を開いた。

 



何か得体の知れない不安感に包まれて備蓄するあなたは完全に正常です。／細心動は自
助作用。薬で止めてはいけない。心筋がセシウムを排出しようとしている。

http://85358.diarynote.jp/201506180006467379/

ルールは自分で定めるのだ／不安感に包まれて備蓄するあなたは

完全に正常です／原発から約３キロの双葉厚生病院前で１００

０μSvの測定器、瞬時に針が振り切れた。

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

https://www.youtube.com/watch?v=HxlBRbaxj8A&list=PLDDFB0451425D2260&index=3
山崎まさよし / 僕と不良と校庭で 

…こ、このタイトルは…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=eeHNBDONDiM
和訳で歌おう♪僕とフリオと校庭で

/ Me And Julio Down By The Schoolyard/ Paul Simon 

https://www.youtube.com/watch?v=46Cfrl7hMoQ
Paul Simon - Me and Julio Down by the Schoolyard + lyrics

Lightworker @Lightworker19 · 2 分2 分前 
【拡散】チェルノリブイリでは、除染活動に投入された作業員は全員、まもなく亡

くなった　http://bit.ly/1e90HvB

neko-aii @neko_aii · 3 分3 分前 
2012-08-11
米沢に避難している浪江町の避難民（ある特定地区）

１０人中６人が急性症状（たぶん白血病？という噂）で死亡し

避難民が震え上がっています

浪江の人々はこの事実を

役所やテレビに訴えましたが全く報道されませんでした

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/10ae7168276f628e8c31aff108ada0f2 …

http://85358.diarynote.jp/201506180006467379/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=HxlBRbaxj8A&list=PLDDFB0451425D2260&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eeHNBDONDiM
https://www.youtube.com/watch?v=46Cfrl7hMoQ
http://bit.ly/1e90HvB
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/10ae7168276f628e8c31aff108ada0f2


neko-aii @neko_aii · 19分19分前 
2011/3
原発から約３キロの双葉厚生病院前で

１０００μSvの測定器は、瞬時に針が振り切れた
これまで取材した

劣化ウラン弾で破壊されたイラクの戦車からも

今も人が住めないチェルノブイリ原発周辺でも

計測したことのない数値だった

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5093fcb8ef031509440301652b83e56a …

neko-aii @neko_aii · 52分52分前 
"usagikk1 2012年9月20日
横浜に住んでいる50才の親戚の男性が
入院から4日目に、急性白血病で死亡。
本年2月の健康診断で指摘なし。
これまで病気での入院無し。

9月上旬、風邪のような微熱が1週間続く
念のため、大きな病院に行くと即入院。

4日目に死亡"

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2015/5/31
福島県双葉郡富岡町本岡清水前(除染済) 毎時３．０２μSv
https://www.youtube.com/watch?v=F_EFKhOama4&feature=youtu.be … 
https://twitter.com/neko_aii/status/611143466295279616/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：06/14 11:52
米菓 は、クズ米加工品なので、粒径が小さく、ヌカ部分を多く含む米を使わないと硬
くて食えないセンベイが出来たりする。

米の放射性汚染物の多くはヌカ部分に蓄積するので、白米と違って除去されず食用に

供される可能性が高い。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
名無し：06/17 12:58
■改正公選法が成立

http://nhk.jp/N4Jn4FCR 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5093fcb8ef031509440301652b83e56a
https://www.youtube.com/watch?v=F_EFKhOama4&feature=youtu.be
https://twitter.com/neko_aii/status/611143466295279616/photo/1
http://nhk.jp/N4Jn4FCR


選挙権のない国民を徴兵する事はできない。(大日本帝国はやったが)
つまり、日本で徴兵制度を復活させたい奴らにとって、2歳の引き下げは兵百万人の確
保になる…
#フクイチも戦場

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 10時間10時間前 
こういうこと。

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450281243888742401/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
開拓時代のアメリカや北海道では広大な原生林を相手に格闘する毎日

人間社会のルールなど通用しない

ルールは自分で定めるのだ

自分のルールで戦い、自分に危害を与えたものは自分のルールで始末しなければなら

ない

黒木睦子さんを見てると、開拓時代の男達の強烈な心意気を感じる

日向も同じか

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
最近、備蓄に熱意を傾けている方はおられますか？

人間には無意識の予知能力があります

何かを感じ取って必死になって備蓄しているのでしょう

何か得体の知れない不安感に包まれて備蓄するあなたは完全に正常です

それを嘲笑する人の方が異常なんです

Lightworker @Lightworker19 · 14時間14時間前 
【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！

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 6月16日 
NO NUCLEARE 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450280583835312128/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 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 4月5日 
何を言おうと燃料棒ペレットは吹っ飛んで、車に落ちてきた物を拾ったとか、ポケッ

トに入れた人などは１か月ほどで死んだそうで。作業員以外でも住民が被害を受けた

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450281243888742401/photo/1
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450280583835312128/photo/1


という事をも否定するのは工作員としか言いようがない。安全だから住民戻して日本

は安全だと示したいのがこの国だからね。

https://www.youtube.com/watch?v=ZgJeYgk6b1Q&list=PLDDFB0451425D2260&index=9
山崎まさよし / やわらかい月 

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 6月16日 
オオサンショウウオを鴨川で発見。大きすぎる　放射能の影響か？

https://twitter.com/Lulu__19/status/610808267019653121/photo/1

…ホンモノ画像？ or 合成写真…？？

https://www.youtube.com/watch?v=VHrvuISKF8s&list=PLDDFB0451425D2260&index=12
山崎まさよし 名前のない鳥 

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 21時間21時間前 
「皆さん、どんどん心筋梗塞になって下さい」演説会で市長（読売新聞）

「１回手術をやったら、病院に２５０万円入る」

http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301 …　維新の会はこれが目的で震災
瓦礫を燃やしてたのか。セシウムは心筋に蓄積

AKIRA @AKIRA23150220 · 6月6日 
地下再臨界は確実な状況となった。

現在、F1地下から噴出している放射性水蒸気は中性子が大量に含まれている。
よって、直ちに影響がでます。

この中性子を含む放射性水蒸気を吸い込む事によって、脳機能、心筋が大きなダメー

ジを受ける。

https://www.youtube.com/watch?v=0a-TbN3xj1o&list=PLDDFB0451425D2260&index=14
山崎まさよし / 心拍数

https://www.youtube.com/watch?v=ZgJeYgk6b1Q&list=PLDDFB0451425D2260&index=9
https://twitter.com/Lulu__19/status/610808267019653121/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=VHrvuISKF8s&list=PLDDFB0451425D2260&index=12
http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301
https://www.youtube.com/watch?v=0a-TbN3xj1o&list=PLDDFB0451425D2260&index=14


古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 6月13日 
古井丸 友宏さんがリツイートしました 低乱
細心動が増えている。心筋の痙攣みたい。そういう時はそっとひざと両手を床につ

いて、頭を心臓より下にすると収まる。細心動は自助作用。薬で止めてはいけない。

心筋がセシウムを排出しようとしている。落ち着いたら塩水を飲む。僕はそうして

いる。

https://www.youtube.com/watch?v=kYmi4PP0BVw&list=PLDDFB0451425D2260&index=49
山崎まさよし　灯りを消す前に

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYmi4PP0BVw&list=PLDDFB0451425D2260&index=49


（６月17日）　３世界の最高教育機関が一堂に会する。

http://85358.diarynote.jp/201506180029372221/

「おやおや、原稿をどうしたのだね、原稿は？

」

2015年6月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
 

　

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 2時間2時間前 
おやおや、原稿をどうしたのだね、原稿は？

https://www.youtube.com/watch?v=WcxhgOs7PYU
秒速5センチメートル 特典 「One more time, One more chance」 
山崎まさよし 

『 ＴＨＥ　ＣＯＮＴＥＮＴＳ 』
　〜 HerStory of Lis-Teras nebula 〜 
　【 Sub Contents 】　【 Overview 】

９．神羅万象　　　　　そもそものこの人類文明の終わりと始まりの無限還流。

９－１．統合学府　　　３世界の最高教育機関が一堂に会する。

９－１－１．朝煌森林　朝日ヶ森学園。

９－１－２．虹輪沃野　虹の生まれる谷。

９－１－３．春葡萄野　春葡萄の豊かに実る土地。

http://85358.diarynote.jp/201506180029372221/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506180029372221/
https://www.youtube.com/watch?v=WcxhgOs7PYU


９－１－４．紫聖学院

惑星ジレイシャはもともと階級身分制が厳しく、とりわけ女性の地位は一段低いもの

と当然のように見なされていたが、一部の特権階級男性が家系や派閥間の激しい権力

闘争に際して足手まといにならない、暗愚でない伴侶や愛妾を必要としたため、素質

ある女児を選んで高等教育を施す私娼窟や私塾が発生し、やがて名家の子女も寄宿し

て学問教養政争術を身に付けることのできる準公的機関となった。

あくまでも権門富裕階級の男性に「買われる」ための付加価値としての教育体制であ

ったが、やがて在学中に自ら傷や刺青を入れ「容貌醜悪につき」と購入希望を断るツ

ワモノ達が現れ、生涯婚姻することなく、学院に残って後進の指導にあたった。

また一方で、代々の主席卒業者は家柄が低くとも皇帝後宮への推挙が受けられるとい

う慣習が成立したため、自らの才覚を頼む子女らが唯一の立身出世の道として学問に

励む例も増えた。

彼女らの才覚と人生を惜しんだ賢明帝ティワスが政令を発し、後宮より出でて表の宮

で男性官人の補佐職や家政第一夫人の地位につく道を開いた。

これがジレイシャ高等階級子女に赦された史上初唯一の職業となった。

（ミズ・クラレン）

（ゼネラと共闘）

（ソロンに合流せず）

（宇宙女王の出身校）

９－１－５．三権分立　スリナエロス・ソロン・スレルナン。

９－１－６．独立自尊　権力不干渉を掲げ三世界の接点に衛星都市を築く。

９－１－７．全知全能　汎宇宙協商に認められ時空間移動機器を管理する。

９－１－８．　　　　　人種闘争と政権乱立の混乱に翻弄される。

９－１－９．孤立救援　宇宙が乱れ貧民の教育が失われるなか孤高を護る。

９－１－10．増員派兵　惑星《紅蓮》の生き残りを受け入れ居住地を拡げる。

https://www.youtube.com/watch?v=JSWnpl34QMk
山崎まさよし / 全部、君だった 

https://www.youtube.com/watch?v=JSWnpl34QMk


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月18日0:31
…トータルで「コンテンツ」概要だけ「まとめ」ようとか、
まじめ？なこと考えてないで、

「埋められるところから埋めていく」式で、量を稼いで、遊ぼうかなぁ…？

（＾＾；）

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6月18日0:37
T. HIRANOさんがリツイート 
内田樹 @levinassien · 13時間13時間前 
「上位者の言う通りにふるまって自分では何も考えない人間たち」が高く評価され豊かな資源配

分に与り、「自分の頭でものを考え、判断する人間たち」はそれだけの理由で処罰される。大学

人たちがこの「反知性主義」的なルールを受け容れれば、それはアカデミアとしては自殺に等し

い決断です。

amaちゃんださんがリツイート 
大倉智之 @tomoyuki_okura · 2013年1月16日 
ある知人は、息子に携帯ゲーム機を買い与ていない。

その息子が友達の家で、みんな携帯ゲームばかりで、仲間に入れなかったらしい。

半ベソかいて家に帰って来て、ゲーム機をねだるかと思ったら

「おれは友達を無視して、一緒に遊べなくなるおもちゃなら一生いらない。」

だって。立派すぎる。

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6月21日9:47
War Is Overさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 7時間7時間前 
卵の外の世界を知ろうとすると、卵は壊れてしまい、二度と元には戻れない。知るということは

自分のいた世界を破壊するということと同義だ。

それでも。

「りすは卵から出なければならない」…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月21日9:55
Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
違う時間軸から来た男性：地球磁場消失に伴いパラレルワールドが1つに統合化しようとしていて
、他のパラレルワールドで起きたことがこの時間軸の世界でも時間差で起きてくる。

http://bit.ly/NUZ6Ch

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日9:18
あれ？（＠＠）こんなとこにも「黒帝」さまが…!?

りす・てらす・星圏史略 - Diary Note
76519.diarynote.jp/?theme_id=5
2007/06/04 - アリーさんの親友で通称「黒公爵」。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日9:22
||||（＠＠；）||||

りす・てらす・星圏史略 - Diary Note

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/


76519.diarynote.jp/?theme_id=243
2006/05/30 - のどに黒いアザの出来た子ども達は致死率100％。 しかし、 のどに赤いアザを持っ
て生まれた赤ん坊たちは、 放射能を浄化(？)してしまう「生命力」を持ち、 「核の冬」の中でも
食糧を探しサバイバルする、 「未知の能力」を、持っていました…

neko-aii @neko_aii · 2 分2 分前 
"@tokaiama
ヨウ素被曝は

甲状腺機能低下症（橋本病）と、

逆の機能亢進症（バセドー氏病）の

両方を起こす可能性がある "

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月1日23:47
Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
はるか昔、宇宙において、「地球を星雲間の情報交換センターにしようという計画」が持ち上が

った。この計画を立案した存在たちは「光の家族」であり、彼らは自分たちが「心に描いた情報

センター」を地球上に設立する作業に取りかかった。http://bit.ly/1b59yj1
 

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


（６月18日）　民衆は敗北によって真の勝利を得てきたことを読み取れない者は歴史
を見る資格がない。

http://85358.diarynote.jp/201506181056235237/

「性除去よ永遠なれ」…

＋…将軍〈ダガ・コ・トワル〉…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

2015年6月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
　　

 
…ぜ、ぜったい、この〈使徒〉は、他人じゃない…ッｗｗｗｗｗ

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
ググレカス相関図 
https://twitter.com/Lulu__19/status/541430906813038592/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
「最初に地球にやって来たチームは、地球に情報をもたらし、地球を巨大な情報セ

ンターにするために活躍していた」。銀河系の代表のすべてが地球に送りこまれ、「

地球にそれぞれの銀河系の存在に似た存在が生まれるようにする」ため自らのＤＮＡ

を提供したhttp://bit.ly/1b59yj1

以下、めも。

カラパイア @karapaia · 47分47分前 
【RT13800UP】 8時間が1000年に。薬の服用で脳の感覚を狂わせ、受刑者に懲役1000
年を http://karapaia.livedoor.biz/archives/52159185.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/611507423912660992/photo/1

War Is Over @kenshimada · 7時間7時間前 
【子供の教育に関する興味深い実験】「能力」をほめた子達は、新しい問題を避けて

同じ問題を解こうとする傾向が強くなり、ボロを出して能力を疑われる事をやりたが

らなくなった。一方、「努力」をほめられた子達は、新しい問題にチャレンジする方

を選んだ。　http://innova-
jp.com/blog/%E6%95%99%E8%82%B2%E3%83%BB%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6%E6%95%99%E6%8E%88%E3%81%AB%E5%AD%A6%E3%81%B6%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%AE%E3%81%BB%E3%82%81%E6%96%B9/
…

火山たんさんがリツイート 
伊藤克己 @katsumi_itoh · 4時間4時間前 
大湯温泉 薬師神社の華表と神額。仏（薬師如来）と神（少名毘古那大神＝少彦名神）
を祭神として一緒に祀っている。この仏神同時祭祀は、東北地方の“薬師神社”でよく見
かける形態。全国的にも同じ傾向にあるのかどうかは、その辺りの知識がなく未詳。 

火山たん @volcano_tan · 6月17日 
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。

「性除去よ永遠なれ」

https://www.youtube.com/watch?v=1jEsK-uy64o
Cambridge Buskers in Japan 
/ ケンブリッジ・バスカーズ 〜 二人だけのオーケストラ 

…「なにか別の曲になってしまいました」…☆

…ｗ（＾そ＾；）ｗ…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月19日8:29
cmk2wlさんがリツイート 
Krishnamurti @krishnamurtibot · 8時間8時間前 
知恵は本の中に見出すことはできません。それは蓄積したり、記憶したり、貯めこむことができ

ないものです。知恵は自己の放棄とともにやってきます。オープンな精神を持つことは学習より

重要です。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月19日8:38
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
民衆史を深く読んでみると、民衆の権利、生活の向上には飛躍的、革命的なエポックがある

それは権力史の表層からは、いつの時代でも民衆側の大規模な敗北と挫折によるものである

例えば郡上騒動、秩父困民党一揆、民衆は敗北によって真の勝利を得てきたことを読み取れない

者は歴史を見る資格がない

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月20日9:01
Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
チェルノブイリ住民たちが、多くの“時空の穴”現象を体験して、２世紀前の帝政ロシア時代や、１
世紀半前のナポレオン戦争時代の、過去の光景を覗き見たことが記録されていた。また、住民が“
時空の穴”に踏み込んだまま戻ってこなかったケースも…　http://bit.ly/1CiOO4E

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日12:11
Lightworker @Lightworker19 · 2 時間2 時間前 
人々は、存在する物を見て、それがなぜ存在するのかを語る。 私は、存在しないものを夢見て、
それがなぜ存在しないのかを語ろう。ジョン・F・ケネディ　http://bit.ly/18IMC6x

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日1:51
…ネタが〜かぶ〜る〜☆☆☆☆

Lightworker @Lightworker19 · 20時間20時間前 
彼らの防止の方法は極めてユニークだ。発射されたミサイルを打ち落とすというような物理的な

ものではない。たとえば海上からの核ミサイルの発射であれば、ミサイルが発射される前に、乗

船しているすべての人間の意識を一瞬で遮断し、ミサイルの発射を不可能にさせてしまう。彼ら

は絶対に人間を殺さない

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日11:42
…これがまた、時期といい、形状といい、《 月 II 》に、
http://76519.diarynote.jp/200610100017590000/
クリソツなんですけどね…（〜〜;）…

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
接近する小惑星を撮影　急速に地球に接近 http://on-msn.com/Vkfdgs 
https://twitter.com/Lulu__19/status/302355676917817344/photo/1 

…誰だ、カオを描いたやつは…ッｗｗｗ
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（６月19日）　【脳および知能に異変？】練達の建築家たちが初歩的な設計ミス。 宮
城「脳の一部分が萎縮」する病変が発生。

http://85358.diarynote.jp/201506192312474441/

茨城県民は馬鹿にされてる／さいたま市と同じ線量 ウクライナ
／「首都圏の半分はこの事故が原因で死ぬだろう」／…もっと怒
れよ…。

2015年6月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

「偶然の一致」！（＾◇＾；）！

https://www.youtube.com/watch?v=BI5LCCaMoCo
The Entertainers - The Entertainer- The Cambridge Buskers

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 3 分3 分前 
さいたま市と同じ線量　ウクライナで健康な子どもは６％ ！！
！http://blog.goo.ne.jp/chiba20110507/e/6890a60b44f4d7f22f6ec05068e09666 …
@Mrdoranekoさんから

neko-aii @neko_aii · 27 分27 分前 
我々はフッ素について３か月間も調査した

フッ素は骨に蓄積する毒物である

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8b68648949a0674c6a71bca8c1b3e914 …
フッ素の製造工場で作業していた労働者

・大部分の労働者に歯がない
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・フッ素の発煙が靴のなかの爪をダメにしてしまうため

ゴム製の長靴を履かなければならなかった

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 1時間1時間前 
母「原発って大丈夫なのかしら？」父「だめならダメだってテレビかなんかでやる

だろ。」息子「何いってんだよ！じゃ親父はメルトダウンとかメルトスルーとか知っ

てるのか？」父「…」自分で調べてもいないのに、なんとなく大丈夫だろうと自分に
思い込ませて、見ぬふりをして生きている日本人が多い。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
戦後、1950年代の学童結核レントゲン検診の強制で女児たちは胸部に一回あたり40ミ
リシーベルトのX線被曝をしている
これで乳腺細胞や卵母細胞に遺伝子異常を起こすと、20年後に遺伝障害児を出生した
り40年後に乳ガンを発生させたりします
ちょうど1990年代の爆発的乳ガン増加期に相当

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
浅間山。お弁当こしらえて、お酒も用意して、みんなで見物するレベルの噴火。少な

くともいまは。

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
何千万人がここで暮らし、不動産を持っている。騒げば資産価値が減る。 誰が騒いで
資産価値を下げるというのだろう。 首都圏の人間は絶対に放射能汚染を表沙汰にした
くないと考える。　http://bit.ly/1btxCy1 
https://twitter.com/Lulu__19/status/445571329941442561/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 5 時間5 時間前 
この黒点はスーパーXフレアを放出する疑いがあるほど大きい
http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
X100級フレアが出て地球に南向き磁場が成立すると電磁誘導により極地方に近いコイ
ルに莫大な誘導電流がサージされる

こうなれば変電所のトランスが爆発、原発は全電源喪失を起こす

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 6 時間6 時間前 
原発を襲う津波 

http://bit.ly/1btxCy1
https://twitter.com/Lulu__19/status/445571329941442561/photo/1
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450524023047200768/photo/1


https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450524023047200768/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8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。

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 2371黒点群で、M3.0の中規模フレアが発生しました。 http://swnews.jp #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
知り合いのジャーナリストは「首都圏の半分はこの事故が原因で死ぬだろう」と。

避難するなら無駄にならないよう一刻も早く。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 12時間12時間前 
１）原発事故後に降った雪に手の甲が触れた。翌日手がぷっくりと浮腫んでいた。 ２
）朝窓を開けると吐き気・鼻の奥が圧迫されるような鼻血の噴き出しそうな妙な頭痛

・粘る透明な鼻水症状があった。 ３）朝の外気を吸うと喉の痛みが始まるようになっ
た　http://amba.to/191z83t

Lightworker @Lightworker19 · 12時間12時間前 
【脳および知能に異変？】練達の建築家たちが初歩的な設計ミス。 宮城「脳の一部分
が萎縮」する病変が発生　http://bit.ly/1jZATc5

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
レントゲン集団検診を法的に強制させたのは厚生省医官

行ったのは公衆衛生協会＝旧血液銀行

いずれも731部隊出身者が主体になっている
日本医薬品史上悪名高いミドリ十字社も絡んでいる

もちろん７３１部隊の企業だ

今は三菱ウェルファーマ

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
731部隊の基本思想は「人体実験」の強要である
これは戦後日本医療にそのまま引き継がれた

恐ろしい結果を招こうがカネにさえなれば何でもやった

http://swnews.jp/
http://amba.to/191z83t
http://bit.ly/1jZATc5


フルオゾールという代替血液販売計画で癌救命で数百名に実験、ほぼ全員を殺害した

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/096/1410/09610071410004a.html …
代田久米雄

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
さっきのような

福島原発の沖合の地震の場合、気をつけた方が良いのは、気象庁の地震計は、原発敷

地内には無いからね。気象庁が公開してる「震度」は、原発から約2kmも離れた地震計
の震度

だから実際には、福島原発は、もっと揺れてるということ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/611709699138785281/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14 時間14 時間前 
名無し：2015/06/19(金) 09:41 ID:Ih60Y
0T0
最近、震源地「浜通り」が皆無になったと思うけど、「福島沖」に偽装して発表する

ことにしたんだろうな

311直後に風向予報を取りやめた気象庁だから、震源地偽装くらい平気でやらかしそう
。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 14時間14時間前 
【拡散】yomenagiku 今日、大学病院の知人から私の携帯に入ったメールです。事実な
ら恐ろしい。「昨日、学会か何かで判ったことらしいけど、東京の汚染はレベルCだ
って。つまり常時防護服と専用マスクをつけていないとダメなレベル。・・・」 2012
年8月27日

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 15時間15時間前 
【拡散】日本では食品の安全基準を１００ベクレルとしていますが、ドイツでは子ど

もが４ベクレル、大人が８ベクレルで、それ以上は危険としています。

　http://bit.ly/1akkzgc

Lightworker @Lightworker19 · 17時間17時間前 
飲み食いする物を選別する意識を高めた。外から家に帰るとまず露出していた素肌を

石けんで良く洗うようにした。紫斑があまり出なくなった。猫たちも西日本 のミネラ
ルウォーターをあげるようにしてからは下痢が止まった。http://bit.ly/11MSIkn

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/096/1410/09610071410004a.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/611709699138785281/photo/1
http://bit.ly/1akkzgc
http://bit.ly/11MSIkn


Lightworker @Lightworker19 · 23時間23時間前 
首都圏セシウムマップ　http://bit.ly/1byJ4o8 　
https://twitter.com/Lulu__19/status/395191567792631808/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 6月16日 
カリフォルニアで樹木の大量死が加速。近いうちだけで1200万本もの樹木が枯れ死へ
。

http://www.news.ucsb.edu/2015/015489/predicting-tree-mortality …
＆

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.13477/abstract …

cmk2wlさんがリツイート 
tumugi @tumu1209 · 6月14日 
tumugiさんがリツイートしました ９ちゃん
CMで「いつのまにか骨折」て言ってる。いくつになっても骨は代謝を繰り返してる
って。知らずに食べて応援で、カルシウムがストロンチウムに置き換わってる人が相

当数いるはず。 

cmk2wlさんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 6月9日 
やはりね。数回ベントをしてたとＮＨＫで観たと書いたら散々叩かれたけど。２年

も経ったら100回以上ベントしてたとか・・大熊町民の多くはベント前に被ばくもせず
に大型バスで逃がしてもらったけど、茨城県民は馬鹿にされてるんじゃないかと笑っ

てたんだよね。もっと怒れよ、見下されていないでさぁ

https://www.youtube.com/watch?v=2PwhlZFdm9U
[全部俺の笛] [自爆アレンジ] リコーダー多重録音で「チョコボのテーマ」 

このひと天才！（＾o＾）！

Lightworker @Lightworker19 · 19時間19時間前 
大災害・放射能時代　何時死んでもいいように一日一日を大切にして生きていこう。

http://bit.ly/1byJ4o8
https://twitter.com/Lulu__19/status/395191567792631808/photo/1
http://www.news.ucsb.edu/2015/015489/predicting-tree-mortality
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https://www.youtube.com/watch?v=oUX4OWYiGLc
リコーダー多重録音でゲーム音楽を色々つなげて吹いてみた　前編

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUX4OWYiGLc


（６月20日）　激睡魔。(∋_∈)とにかく眠い。／あと何年生きられるかわかりませ
んが、残りの人生を大切にしたいです。／起きろ私！

http://85358.diarynote.jp/201506200912188313/

「致死量の放射能を放出しました」#NHKが報道しない事／高温
で燃える放射性物質を含む金属粒子／汚染された那須塩原。

2015年6月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございます。０８：１４。

札幌は薄曇り。空気が湿気て埃っぽく、火山灰と放射性塵芥が満載で不快です。

（－－；）

よし！景気づけにこれを聴こう…♪
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 

cmk2wl @cmk2wl · 11 分11 分前 
茅ヶ崎のチタン製造工場の火災、続報がない。どうなってるんだろう。

高温で燃える放射性物質を含む金属粒子。普通に考えたら風下は避難なんだけど。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
千葉市の友人から、今、セーター着てこたつにはいってるとメールが来た
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amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
ところかまわず眠りこける「眠り病」が流行中

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/252.html …

Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
横浜市内の保育園。0〜1歳児。全体は三十人程度。うち60パーセント以上に機能性心
雑音。　http://bit.ly/1D8NvWo

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
自民党の松本文明衆議院議員、インターネットの反社会的な書き込みの規制を提言！

インターネット基本法の制定を要望

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6888.html …
【垂れ流し晋三】日本を完全破壊する自由民主党とか書くと逮捕されるわけ？

War Is Overさんがリツイート 
kazukazu88 @kazukazu881 · 3 時間3 時間前 
首相官邸に置かれたままだったドローンに「放射性物質が付着していた」として、公

安の発表を垂れ流しにして放射性物質を使ったテロをほのめかした報道の後に、付い

ていたのは福島の砂だった件は記憶に新しいですね。。。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
原発事故で放射能汚染された那須塩原、7128人が東電に賠償請求(6/15 毎日新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5269.html …
群馬、栃木、茨城、千葉、東京の大半も激しい放射能汚染がある

だが大本命は太平洋！

賠償総額は地球上の全資産でも不足するだろう

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
郡山の園児の体重が増えないらしい。当然だ。食欲減退（脳下垂体門脈系の視床下部

の機能低下）、身長が伸びない（下垂体前葉機能低下）、筋肉がつきにくい （腸内酵
素減少による各種アミノ酸合成とくにアセチルコリン量減少）が被曝初期から出てる

から。http://bit.ly/1BeYQD0

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
18歳選挙権で“大混乱” 票を売る少年少女が続々逮捕の懸念も 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160899 …

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/252.html
http://bit.ly/1D8NvWo
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6888.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5269.html
http://bit.ly/1BeYQD0
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一番可能性の強い事態

投票に一票1万円程度の値が付けば、みんなが売り飛ばす

cmk2wlさんがリツイート 
織 @s_ghizaghiza · 8時間8時間前 
@cmk2wl 涼しいです。連日雨で太陽が出ませんから気温が上がらないせいかと思いま
すが。しかし、この時期長袖で過ごせるなんて記憶がないですし、霧みたいな雨なん

てあったか？いつもとは何か違う感じがしています。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8 時間8 時間前 
「政府管理区域・立入禁止」が東日本だけでなく日本列島全域に広がりそうだ。とい

うのは中性子線を発する濃霧が日本列島をスッポリと覆い尽くして、一億総被曝の様

相を呈しているからだ。この濃霧には中性子線を発する核種が含有されている。この

中性子線プルームによって「能天気」は絶滅する！

原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 8 時間8 時間前 
フクイチに残存ヨウ素はもうない、と言いながら、安定ヨウ素剤は準備しておくから

安心安全早く帰還せよ

これはちょっとおかしいじゃないかと渡辺参考委員が突っ込み

更田も

「無いものがどうして出てくるんだ、無いのにどうして安定ヨウ素剤を準備するのか

、私の方が言葉をきつく言っておく」 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今、日本の地下で起こってる事を図解にすると

「こうですよ」という解説図

凄く理解しやすい図解ですね。作成は静岡大学。「地震＝プレートの動きと火山の

関係」と「日本にある110の活火山の分布図と、日本にある4枚のプレートの位置関係
」

amaちゃんださんがリツイート 
daikichikyoudai @daikichikyoudai · 9時間9時間前 
@hanayuu coopさんの野菜が
地産じゃない！小松菜、ピーマン、水菜、キャベツすべて茨城産‼�
近場でもキャベツ沢山できてるのに？

昨日山積みの茨城産キャベツ。きょうは地産表記。ほんとだろうか…



AKIRAさんがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 · 9時間9時間前 
本年の5月16日に、関東住民は総内部被ばくしていた! http://goo.gl/TngKMB

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
＜福島里山便り＞フクイチから約５０キロの小さな町、

早朝から 深夜まで救急車の出動が増えている
多い日は１日に５〜６回 救急車の音
（2014年5月のツイートより）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18ad12edc5fee4a291ac8fb2a6996c3e …

AKIRAさんがリツイート 
放射能汚染・内部被曝情報 @radioactive_SOS · 11時間11時間前 
最近東京方面から関西にやってきた数名と会うが、どこか頭がおかしいのか大人なの

にキレやすくなっている。東京は人間の住める場所ではないし悠長に住み続けるほど

安全な場所ではない。その現実に目をつぶり自ら破滅に陥ってゆく人々をみるのが益

々忍び難くなってきた。

amaちゃんださんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 12時間12時間前 
18歳の選挙権は、将来の18歳徴兵制として設定されたものだ。18、19歳の諸君。喜ん
でいたら、酷い目に遭わされるよ。昔から、「ただより高いものはない」とね。きみ

たちにはミッションがある。自公の独裁に仕えること。そしてわけもわからず軍需産

業のために戦場に行くこと。

War Is Overさんがリツイート 
森岡正博 @Sukuitohananika · 14時間14時間前 
いまのNHK７時のニュースの安保法制憲法違反問題の報道の印象操作すごかったな。

War Is Overさんがリツイート 
nitonasuk @nitonasuk · 14時間14時間前 
とうとう圧倒的な憲法学者が反対の中、数少ない賛成学者を報じるNHK 。まるで賛否
が同数で別れているかの如くだ。本当に酷い。こんな公共メディアになぜ料金を払わ

ねばならないのか？冗談ではない。もう、ジャーナリズムはここには存在しない。

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

http://goo.gl/TngKMB
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18ad12edc5fee4a291ac8fb2a6996c3e
https://www.youtube.com/watch?v=IpDSnsOSLqQ


パカパカ - 山嵐 / Paka Paka - Yama-Arashi | takast 

おぉ♪　動画が秀逸…♪

AKIRAさんがリツイート 
brown sugar tart @tart_k · 2014年6月9日 
「致死量の放射能を放出しました。」2011年３月18日の会見で東電の小森常務は、こ
う発言したあと泣き崩れた。 #NHKが報道しない事 
https://twitter.com/tart_k/status/475914504891424768/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=D-P_sAgLkTc
カピバラさんとマユミーヌ「カピバラさんのうた」（short ver.）

…いかん。むしろマッタリしてしまった…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=UseJW3JRBQc
カピバラさんの唄

cmk2wlさんがリツイート 
ky @kyochanyo · 9時間9時間前 
@cmk2wl 来週ついに引っ越します。
今まで毎月一回避難先と関東を行き来してきましたが、、やっとです。

この3年が長かったです。
あと何年生きられるかわかりませんが、

残りの人生を大切にしたいです。

起きろ私！

https://www.youtube.com/watch?v=ZmojmgNPVMk
ビッグブリッヂの死闘 リコーダー

…洪水被害がはやく修復されますように…

https://twitter.com/tart_k/status/475914504891424768/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=D-P_sAgLkTc
https://www.youtube.com/watch?v=UseJW3JRBQc
https://www.youtube.com/watch?v=ZmojmgNPVMk


https://www.youtube.com/watch?v=aL8e6iiNTFU
グルジアの縦笛合奏が凄い　リコーダー（サラムリ）二重奏さらにハモり

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
戦争から帰還したアメリカ兵が訴えた　「本当の敵は　国内にいる

お国のためだと　「戦争」に行ったが…
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/903.html …

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
アメリカの履歴書には年齢と性別欄はないらしい。法律で禁止されている。聞いても

いけない。これも差別を防ぐため。

https://www.youtube.com/watch?v=i3XY4ZpSNfU
栗コーダーカルテット「帝国のマーチ」LEGO 2011 Star Wars The Advent Calendar 

AKIRAさんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 10時間10時間前 
ホの恐ろしさを知りながら東日本に住んでいる人達。生きながら緩やかに自殺してい

るように見える。諦めず、抗ってほしい。

AKIRAさんがリツイート 
maria @maria47434 · 24時間24時間前 
被爆回避のコツは

家族や周りの人間に何とバカにされようと

徹底的に無視し、我が道を行く事

知識の無い人に何を言われても

説得力は無い。

https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
【VOCALOID替え歌】社畜の俺等【紅蓮の弓矢】
 
       
 

https://www.youtube.com/watch?v=aL8e6iiNTFU
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/903.html
https://www.youtube.com/watch?v=i3XY4ZpSNfU
https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月20日15:28
激睡魔。(∋_∈)とにかく眠い。

http://85358.diarynote.jp/
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（６月20日）　中性子線を発する濃霧が日本列島をスッポリと覆い尽くして、一億総
被曝の様相を呈しているからだ。

http://85358.diarynote.jp/201506202040537456/

北風がとても美味しいです…♪ 　o(^-^)o
2015年6月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

いま現在の北半球で望みうるかぎりの最良の？

低線量で、酸素が豊富な北風…♪

（＾◇＾）／

AMTTKＵZ @ruminako1952 · 2 時間2 時間前 
地下から大量に噴出する水蒸気と湯気危険な放射性・殺人性水蒸気であることを臆さ

ずに発信しているブロガーは少ない

フクイチ発の濃霧は 中性子線を発するプルームである！ と、明確に指摘している飯山
一郎に対する陰湿な妨害工作は、日ごとに増して

いhttp://grnba.com/iiyama/index.html#ss06191 …

http://85358.diarynote.jp/201506202040537456/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201506202040537456/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150620/85358_201506202040537456_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150620/85358_201506202040537456_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150620/85358_201506202040537456_3.jpg
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss06191


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 26分26分前 
こんなことも、定期的に行われてますからね

いちよう「測定し、無害な水だ」としてますけどね。こういう事を知らない人が多い

みたい。「え？ そんな事をしてんの？」と、必ず言いますよね。
「東電：18日：1258トン、海へ流しました」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/612261495078961152/photo/1

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月21日0:26
AKIRA @AKIRA23150220 · 24時間24時間前 
「政府管理区域・立入禁止」が東日本だけでなく日本列島全域に広がりそうだ。というのは中性

子線を発する濃霧が日本列島をスッポリと覆い尽くして、一億総被曝の様相を呈しているからだ

。この濃霧には中性子線を発する核種が含有されている。この中性子線プルームによって「能

天気」は絶滅する！

 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/612261495078961152/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（６月21日）　平和通り住人の明るい労働者さんのエンパス（感情同調）。

http://85358.diarynote.jp/201506211122311739/

山紫水明。

2015年6月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　

南風で線量は上昇中だけど…

札幌最高！(^o^)／
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月21日16:36
おかしい。

いま絶対、何か起こってる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月21日22:46
…これかな…？（〜〜；）？

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
[速報] M3.8 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、6月21日18:44 JST (21日09:44 UT) に最
大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月21日23:35
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…あ、やっとわかった…
…ｗ（＾□＾；）ｗ…

Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前 
 
放射能関連のツイートを1つ流す度に涙が出る。思いは一人でも多くの人が気づいて生き残って欲
しいと言う気持ちだけだ。誤魔化し隠蔽し嘘をついている政府マスコミは、恥を知れ！

帰り道で「平和橋の下を通るたびに」誰かの涙が伝染するなぁと思っていたら…

あれ、平和通り住人の明るい労働者さんのエンパス（感情同調）かぁ…

…ｗ（－－；）ｗ…
 



（６月21日）　だいふアタマと、たましいが回復した。o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201506212156598431/

天気晴朗。…なれど線量高し…（－－；）…
2015年6月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

 
強い北風で乾燥しすぎて、石狩平原の田畑から、セシウム汚染土壌が微細粉塵

と化して札幌市街を席巻中という、悲劇案件が発生中…
…（ＴへＴ；）…

被曝過敏症の私の体に定番？のアレルギー反応、

「セシウム痰」と「ヨウ素唾液」が出てるから…間違いないよ…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=M9kY6a34TcY
【フルート】 『石畳の緋き悪魔』を吹いてみた 【Sound Horizon】

neko-aii @neko_aii · 1 時間1 時間前 
2011年08月30日
福島県の土壌汚染は深刻「チェルノブイリの10倍以上」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f763efd41186a140925d9f9b3d4849b5 …
大熊町

セシウム137　1545万Bq／平方メートル
チェルノブイリ強制移住基準

セシウム137　148万Bq／平方メートル

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【東北地方 気象情報 2015年06月21日 20:16】
東北地方では、２１日夜遅くにかけて雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうに注

意してください。

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
[速報] M3.8 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、6月21日18:44 JST (21
日09:44 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年06月21日 16:29】
関東甲信地方では、引き続き、２１日夜遅くにかけて雷を伴い激しい雨の降る所があ

るでしょう。土砂災害に注意・警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻な

どの激しい突風、降ひょうに注意してください。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
なにこれ。猛煙だったんじゃないの。@nikkan_jijinews 【茅ヶ崎市の工場で特殊火災
】

http://bit.ly/1IPBAPz 
17日23時前、茅ヶ崎市茅ヶ崎3丁目の東邦チタニウム茅ヶ崎工場で火災が発生したと通
報があった。

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 11時間11時間前 
こういうこと 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450697550853468160/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M2.6 の中規模フレアとなり、X線強度は、6月21日11:36
JST (21日02:36 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
台風第8号 (クジラ)
平成27年06月21日10時15分 発表
これまた変な場所に…。
https://twitter.com/cmk2wl/status/612440178339131392/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[速報] M2.0 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、6月21日10:42 JST (21
日01:42 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
6月19日　ペルーの首都に近いビーチでカモメの大量死。

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[記事] M1.0のフレアが発生しています。太陽風は更に低速になっています。
http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 6月20日 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.0 の中規模フレアとなり、X線強度は、6月20日15:47
JST (20日06:47 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 · 6月20日 
[記事] M3.0フレアのCMEに続いて、もうひとつCMEが噴出しています。
http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=MM1wEyQBFLA
もののけ姫 - インディアンフルート,Eagle Bone Whistle-Princess MONONOKE- 

amaちゃんださんがリツイート 
mx @x_pq_x · 6月18日 
#戦争法案　米国が18歳選挙権となったのは1971年です。なぜアメリカはこの時期
に18歳にしたのか。それは徴兵制です。ベトナム戦争で18歳の選挙権のない若者が徴
兵されて戦場に行く。選挙権もないのに戦争に参加させるのはおかしいのではないか

という議論になり選挙権を18歳に下げたのです

https://www.youtube.com/watch?v=l3ISIz2a8C0
テルーの唄 - インディアンフルート,Eagle Bone Whistle- 

War Is Overさんがリツイート 
KT境界層 @situryoutteiika · 6月17日 
ハチたちはボタボタ空から落ちてきて、巣箱に帰り着く前に地面に落ちて苦しんでの

たうち回った。そうした大量死が3日間続いた。家で飼っていた養鶏たちも2羽がこの
とき苦しみながら死んだ。

War Is Overさんがリツイート 
KT境界層 @situryoutteiika · 6月17日 
翌年の2011年にも北海道では相変わらず、各地でミツバチの大量死が続いていた。農
薬にやられて激減した働きバチは蜜や花粉を集められず、弱体化したミツバチ群は冬

の寒さを超えることができなかった。

http://85358.diarynote.jp/201506212156598431/
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War Is Overさんがリツイート 
KT境界層 @situryoutteiika · 6月17日 
佐世保の養蜂家久志富士男さんは、昨年まで100群もいたミツバチのほとんどを失い、
4群しか残らなかった。彼は「ミツバチが消滅しただけでなく、スズメを見ることがな
くなり、虫たちがいなくなった」と言っていた。

War Is Overさんがリツイート 
KT境界層 @situryoutteiika · 6月17日 
2010年夏、今年もまた広大な北海道の大地で、ミツバチの大量死が起こった。それは7
月末に、水田のカメムシ防除のために行なわれた農薬散布の翌日に、羽佐田康幸さん

の蜂場の50群のミツバチの約4分の3が死んだのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=gt48W3zbcXk
ジブリ音楽 竹笛で いつも何度でも 

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
（４６年スネル・リポート）

日本が世界唯一の被爆国であると同時に、アメリカとの熾烈な核開発

競争にしのぎを削っていた事実はほとんど語られることはなかった。

「日本は終戦３日前、原爆を完成しその実験に成功した。」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/084bf398bdd32ebef4ce78fc12bbd066 …

ほい。（－－；）

http://www.rup.co.jp/backnumber/2010hiroshima/synopsis.html
『広島に原爆を落とす日』

http://www.amazon.co.jp/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E3%81%AB%E5%8E%9F%E7%88%86%E3%82%92%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%99%E6%97%A5%E2%80%95%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%B8%E3%81%84%E6%BC%94%E5%8A%87%E9%A4%A8-
%E5%85%89%E6%96%87%E7%A4%BE%E6%96%87%E5%BA%AB-
%E3%81%A4%E3%81%8B-
%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%B8%E3%81%84/dp/4334726070

https://www.youtube.com/watch?v=H75L4-rhFUg
[Super Whistling Play] 口笛で『千本桜』を演奏してみた 

https://www.youtube.com/watch?v=ONgDY4z2wK0
ルパン三世

https://www.youtube.com/watch?v=_iL_Jy1ESVU
ふるさと〜３つの野菜楽器のための〜Furusato:For three vegetables musical instruments
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だいふアタマと

たましいが回復した。o(^-^)o
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（６月22日）　「札幌だけ平穏 ♪ 」／あなたの外で起こっている変化というものは、
本当はあなたの意識の中で起こっている変化なのです。なぜならば、あなた自身があな
たの現実を創っているからです。

http://85358.diarynote.jp/201506221832444211/

＋２曲。「刀をもって血を流すことだけが武士の大事か…っ！」
。

2015年6月22日 映画 コメント (2)
　

　

大事なことだから、もう一度貼っておきましょう…

http://85358.diarynote.jp/201506221224595092/ 
【夏至】ッ…！／2015年6月22日はエヴァンゲリオン「使徒襲来」の日！／NASA
予測、今夜の磁気嵐Kp７以上／平均速度1200km/sの超高速で突進してきます。

…んで…。（＾＾；）

もう本当、どこでいつ何に巻き込まれて、どう死ぬのか、

一寸先の予測もつかない時代です…。（－－；）…

「お金がなくて逃げ遅れ」が決定して、

あとは被曝かバカウヨ軍制に惨殺されて終わる人生が決定している現在。

（－－；）

「死ぬまでに映画を１０００本以上、観てから死んでやる…っ！」

努力目標？に従いまして。（＾＾；）

『スイングガールズ』か『少林少女』を観たかったのに…

（＾＾；）

なぜか？タイトルしか知らなかったコレを観るはめになった理由は…

http://85358.diarynote.jp/201506221832444211/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://85358.diarynote.jp/201506221832444211/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063286312/
http://85358.diarynote.jp/201506221224595092/


「お料理上手かつ権謀術数どろどろ政争どまんなか大魔王エル様」のみぞ知る…☆

　ｗ（＾◇＾；）ｗ 

https://www.youtube.com/watch?v=9JZuKowp4K4
『武士の献立』 ( 映画 ) 2015

…で…。（＾＾；）

なんでこの漫画が貼ってあるかは…説明するまでもない…ｗ

（＾◇＾；）

実に実に！「わたし好み♪」で…

「しっとり」していて

「抒情的」なうえに、かつ、

「政治的」ばりばりな、しかも、

「和もの」で

「歴史もの」で

「風土もの」…

…！（＾◇＾）！…

そして、ハッピーエンド…っ♪　（＜ここ大事！）

（昼寝しすぎて）お掃除は、しそこなったけど！

実に！

有意義な！　休日でございました…！

♪　！（＾◇＾）！　♪

おもしろかったです。とっても！（＾◇＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=9JZuKowp4K4


…あと、欲をいうなら、、ＢＧＭも、加賀の筝曲とか和モノにしてほしかった…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=w01LV49qkpM
【耳コピ】金沢駅発車メロディー 

https://www.youtube.com/watch?v=nxNXn3G3-Dk
現代琴02 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日19:30
ちなみに。

＞T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6月21日 
＞今日の亀吉1号

TH氏のカキコミが、丸一日、途絶えています…

「フクイチで重大事象が発生中なう」の、危惧高し！

…（－－；）…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日19:38
Lightworker @Lightworker19 · 2時間2時間前 
あなたの外で起こっている変化というものは、本当はあなたの意識の中で起こっている変化なの

です。なぜならば、あなた自身があなたの現実を創っているからです。バシャール

https://www.youtube.com/watch?v=w01LV49qkpM
https://www.youtube.com/watch?v=nxNXn3G3-Dk
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


…とりあえず、「札幌だけは平穏 ♪ 」なのは、そうかもしれない…ｗ
 



（６月22日）　二極化した人たちの戦い。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。／…どっちがリアル、痛アニメ…？

http://85358.diarynote.jp/201506222021435554/

『本日12時30分、東海地方を中心とした関東中
部全域に特別非常事態宣言が発令されました』

／最低でも11月〜12月にかけて首都圏を含めた
約4000万人に避難勧告が出される。
2015年6月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

さてそこで問題です。（＾＾；）

この項目のタイトルの、前半と後半、

どっちがリアルで、どっちが痛アニメでしょうか…？？

…で…？（＾へ＾；）…？

大魔王エル様？前項ラストの曲の、

https://www.youtube.com/watch?v=nxNXn3G3-Dk
現代琴02

http://85358.diarynote.jp/201506222021435554/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506222021435554/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150622/85358_201506222021435554_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150622/85358_201506222021435554_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150622/85358_201506222021435554_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nxNXn3G3-Dk


 
次に「悠宙舞が自動的にこれを選曲」。って…
https://www.youtube.com/watch?v=zifNaoOPmSE
乃木坂46　『狼に口笛を-ダンスバージョン-』 

…いったい、何が、どういう、「関連検索」基準だったの…？？

…？？？？ｗ（＾□＾；）ｗ？？？？…

https://www.youtube.com/watch?v=_zBPAdwspfA
乃木坂46　『命は美しい』

amaちゃんだ @tokaiamada · 51 分51 分前

ほぼ大地震の前兆が揃ってきた

環境放射線の爆縮現象

池田市の宮崎和子さん　「地震の大陽が出た」

行徳、平準化など

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 2 時間2 時間前

いつ爆発してもおかしくない原発を背負う 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450524633234538496/photo/1

BOPPO @Boppo2011 · 2時間2時間前

今夜は、NASA予測でKp７以上の大規模な磁気嵐が控えています
明朝、出勤時間までに磁気嵐になれば磁気嵐ロジックを更新します

増田雅昭 @MasudaMasaaki · 2 時間2 時間前

関東、今週末にまた肌寒くなる可能性も。台風8号くずれの空気と、オホーツク海産の
空気、どちらが勝つかで決まってきます→ 『今週は台風とオホーツク海産の冷気に
注目』 http://portal.nifty.com/kiji/150622193884_1.htm … 
https://twitter.com/MasudaMasaaki/status/612894216058855424/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前

https://www.youtube.com/watch?v=zifNaoOPmSE
https://www.youtube.com/watch?v=_zBPAdwspfA
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450524633234538496/photo/1
http://portal.nifty.com/kiji/150622193884_1.htm
https://twitter.com/MasudaMasaaki/status/612894216058855424/photo/1


【近畿地方 気象情報 2015年06月22日 16:02】
近畿地方では、２３日朝から２３日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定と

なり、局地的に雷雲が発達する見込みです。竜巻などの激しい突風、降ひょう、落雷

、急な強い雨、農作物の管理などに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前

【東北地方 気象情報 2015年06月22日 15:44】
東北地方では、２３日昼前から夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降り大雨とな

る所があるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激

しい突風、ひょうに注意してください。

War Is Over @kenshimada · 5時間5時間前

日本の水のセシウム濃度は事故前は0.045ベクレルだったが、今は1000ベクレル以上。
首都圏の水の汚染は現在進行中。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基

準に比べれば１万4200倍という、もうクラクラする数字に達している。
http://www.facebook.com/kuminchuu/posts/492013964180929 …

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 9時間9時間前

もうちょっと飲めるかな 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450297180159365120/photo/1

火山たんさんがリツイート 
暦生活 543@life · 10時間10時間前

今日は6月22日（旧暦5月7日）の月曜日
今日から二十四節気「夏至（げし）」を迎えます。

年中で昼が最も長くなるころで、梅雨の時期で長雨が続く時期です。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 13時間13時間前

エアコンの除湿か、除湿機寝てる間もつけておかないと、トリチウムの水蒸気吸い込

み続ける

http://www.facebook.com/kuminchuu/posts/492013964180929
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450297180159365120/photo/1


tart_k トリチウムが、ごく低濃度でも人のリンパ球に染色体異常を起こさせることが、
放射線医学総合研究所中井斌遺伝研究部長らによって突き止められていること。 （74
年朝日新聞）

AKIRA @AKIRA23150220 · 17時間17時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 不正選挙監視団

高濃度放射性水蒸気に含まれているストロンチウムが原因。

AKIRA @AKIRA23150220 · 18時間18時間前

F1の地下深く侵攻している4000度のデブリ(溶融核燃料)は日本の問題では無く世界人
類の問題となって来た。

4年以上も放置していたこのデブリが地下水脈に到達し大量の中性子核種を含む高濃度
放射性水蒸気が噴出している。

太平洋側の濃霧は明らかにこれが原因だ。

お天気サークルWBG（大学公認） @wayway_wbg · 21時間21時間前

先ほど台風8号が発生しました！
今のところ、1,2,3,4,5,6月のすべての月で台風が発生しています。この調子でいけば、
全月台風発生というすごい記録が出る可能性もあります。 
https://twitter.com/wayway_wbg/status/612604239609630720/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 23時間23時間前

もう 東京で水道水を飲むのは
自殺行為

飲ませるのは殺人行為

調理できない

洗濯できない

風呂に入れない

シャワー浴びれない

ウォシュレット使えない

コーヒー飲めない

茶飲めない

https://twitter.com/wayway_wbg/status/612604239609630720/photo/1


住めない

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6月21日

気象庁まで、雨のデータ

隠蔽するぐらいだから

「黒い雨」は、危険だし

その水も、もう飲めないね。

AKIRAさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6月19日 
名無し：06/19 11:04
cmk2wl

茅ヶ崎チタン工場の夜中の火事はしばらく鎮火しないと思います。

風下地域は注意しないと、とんでもない放射性物質を大量に吸い込むことに。

＃１７日深夜　http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2520137.html …

AKIRAさんがリツイート 
un志水　満 @tennsi21 · 6月18日

【高線量】福島第一原発の地下水から110万ベクレル！65万ベクレルや25万ベクレルの
井戸も！排水路でも3万ベクレル超！ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=304954&g=131208 …

趣味に基づいて（＾＾；）手動で「発車メロディ」に戻る…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=P4Bmj94gMD0
北陸新幹線（JR西日本管轄部分）発車メロディー耳コピ 

https://www.youtube.com/watch?v=H5z65XwGPAI
8net mov.1419 Masahime（琴） @笛、弦、太鼓 〜地球の唄 2012.07.16 

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2520137.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304954&g=131208
https://www.youtube.com/watch?v=P4Bmj94gMD0
https://www.youtube.com/watch?v=H5z65XwGPAI


ところでこのアカウントは、消防庁が配信する「国民保護情報」を受信しツイートす

るようになっていますので、弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻

撃情報、大規模テロ情報、その他緊急に伝達することが必要な国民保護情報を本当に

ツイートすることがありますので覚えていてください。

AKIRA @AKIRA23150220 · 6時間6時間前 
AKIRAさんがリツイートしました shishimaru

これが日本政府がF1事故を絶対に認める訳にはいかない理由。
貯蔵していたのは劣化ウランでは無く、濃霧ウランとプルトニウム。

濃霧ウラン、プルトニウムは核兵器の原料。

この核兵器の原料を世界中に輸出していたとは口が裂けても言えない。

火山たんさんがリツイート 
特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前

『本日12時30分、東海地方を中心とした関東中部全域に特別非常事態宣言が発令され
ました。住民の方々は速やかに指定のシェルターへ避難してください。』

新世紀エヴァンゲリオンの始まりは、このアナウンスからでした。

まさか国会会期延長のニュースと被るとは思いませんでした。

AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前

F1から高濃度放射性水蒸気の噴出が止まらない。
冷静にデブリの状況を分析すれば止まるはずが無い事は判断できる。自然収束などあ

り得ない。

よって、最低でも11月〜12月にかけて首都圏を含めた約4000万人に避難勧告が出さ
れる。

AKIRAさんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 6月13日

東電原発事故で放射性物質に高濃度に汚染されていて、

なおかつ日本政府の計算でも20mSv/yを超える被曝があると認められ、住民の避難が指
示されている地域のうち、

日本政府の計算で50mSv/yまでの地域での避難指示を、



遅くとも2017年3月までに打ち切る方針が
閣議決定された。

AKIRAさんがリツイート 
masako @hoppeko · 5月19日

なんかnhkでやるものは全部あやしく感じてしまうわ。白内障もアレルギーでふえてい
るとか以前もやってたし甲状腺もやってたし心臓も。で、キレるこどもの増加。全部

、放射能の影響で増えていくものを事前に、いかにも当たり前のように放送するのよ

ね

https://www.youtube.com/watch?v=Rq_IIvzuF5Y2013 
竹塹國樂節 《百鳥朝鳳》 嗩吶/劉英 指揮/王甫建 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6月20日

事故後いち早く、福島の豚が

鹿児島に運ばれ、鹿児島産になった。

沖縄には、農家から一俵数万円にもならない

放射性廃棄物と化した汚染米が船で運ばれた。

鹿児島の養殖ブリは、東北のイワシ餌にしてるから

汚染が出てる。

これでも、「東北復興」とかぬかすテロリストたちは

人殺しだ！！！

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 6月21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。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

https://www.youtube.com/watch?v=C8ycH2nEqNY

https://www.youtube.com/watch?v=Rq_IIvzuF5Y2013
http://bit.ly/19Hqkoe
https://www.youtube.com/watch?v=C8ycH2nEqNY


A. Vivaldi - Piccolo concerto in C (1) 

https://www.youtube.com/watch?v=pBtV1HR0xjk
A. VIVALDI, Six Flute Concertos Op.10, Academy of Ancient Music 

…何もする気が起きないので、カップ麺やけ食いして、漫画読んで、

洗濯しないで寝ちゃおっかな〜…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月22日20:25
０

５１

４１

８１．（＾＾；）

寝ます。（？）

明日まで、生きてられますように…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月23日7:54
０

５１

４２

５２…（＾＾；）…
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人と違うことをする人が次の時代の流れを作ると思います。

http://85358.diarynote.jp/201506241016389958/

「分隊長！ワイルドすぎます！」…ｗ（＾◇＾；）ｗ…　（＋
２曲）

2015年6月24日 恋愛 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=5rcgZSVQRtY
AS-037　アマリリス（器楽合奏） 

おそようございます。０９：５２です。

昨日の吸気被曝過多で心臓ばくばく血圧乱調で寝付くのが遅くなって起きるのも遅くなって、

でもヘタに早起きしたら札幌の午前５時は０.０４８μまで上がっていたので、

うかつに呼吸数を増やさなくて済んでよかった…

　…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

な、今日はバイト休みです。予定はいつもの銭湯出撃と買い出し…。

　（＾＾；）
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https://www.youtube.com/watch?v=5rcgZSVQRtY


はい。画像？（＾＾；）

…そんなわけで、脳ミソへろへろなワタクシですが…。
ｗ（＾＾；）ｗ

『進撃の巨人』は、とりあえず原典の既刊の１６巻まで、

一昨日の夜に読み終えていたわけですよ…。（＾＾；）

んで。（＾＾；）

読み始めの当初は、

エレンの暴走性格とミカサの糸目？が、

 
うちらの前世？のエイリスとエルにそっくりかな〜？

とか、思ってたわけですが…ｗ

原作１６巻まで読んだら、むしろ「私とそっくりｗ」なのは、

いささか変態的？ヲタでミーハーで（＾＾；）

暴走するとハタ迷惑大全開ながら、

イザとなったらまず「ブン屋と世論を動かす」という視点で、

「革命」に参画する…

ハンジ！…に、似てますよね、私…ｗ

　！（＾◇＾）！

（見た目もナチュラルに似ています…☆）

そんなわけで。（＾＾；）

とりあえず原作１６巻目までの段階では、かろうじて名前とセリフがあるだけ、という端役の末

端のモブリットさんが「お気に入り」にランクイン…ｗ

えぇ。（＾ｗ＾；）



前世関係者？の皆さん。

そこは、ナマヌルク嗤うところですとも…ｗ

（ところで今さっき「画像検索」してたら、

「リヴァイとキスシーン」とか出て来た…（＠＠）…

…えッ？（＾◇＾；）そうだったの…？）

https://www.youtube.com/watch?v=QxiE3LKz5HY
月の光に

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日11:04
ちなみに、世間的には清廉潔白でまっすぐな人格者？と見せかけて？おいて…
（＾＾；）

武装クーデターを成功させちゃっといてから、あれこれぐじゃぐじゃ言ってる、

その名も「エルヴィン」さまは、まんま、「エルに似てる」よね…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日11:28
おもしろネタまとめ @ElwellKristen · 6月19日
 
花火を見てるときは「たまや〜」「かぎや〜」と叫ぶ中、「硝酸バリウム！」「炭酸ストロンチ

ウム！」とか聞こえるから振り返ると明らかに理系だと思われる男子3人組が花火の炎色反応を見
て金属化合物の名称を叫んでた。 これリア充のムードぶち壊し作戦だと思われるんですがみなさ
んもどうですかね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=QxiE3LKz5HY
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2015年6月25日23:45
Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前

人と違うことをする人が次の時代の流れを作ると思います。今年の大河ドラマに取り上げられて

いる坂本龍馬も、あの時代では異端者だったわけですよね。異端者は潰されることが多いですが

、異端者がいないと社会は閉塞してしまいます。

http://bit.ly/15umUPl



（６月24日）　猫として生きていきたいです。

http://85358.diarynote.jp/201506241043217198/

「なりたい自分」画像…☆　（＋１）
2015年6月24日 恋愛 コメント (5)

https://www.youtube.com/watch?v=T_EdRU1v9j4
フランス民謡1 

（承前）

まぁそんなわけで（ーー；）

情報チェックする気力がなかなか湧かないので、脱線をもう一件。

（＾＾；）

こうみえて（欠点欠陥も含めて）自分のことがそんなに嫌いじゃないので、めったに「自分以外

の誰かになりたい」とか思ったことはないのですが。

（「今の自分よりマシな自分になりたい！」とは思うが。）

ごく少数の例外があって、

『スカーレット・ウィザード』のジャスミン！

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89

…には、「一度、なってみたい」…（＾＾；）…

とか、以前から思っていて…

今回、ハンジも気に入ったので…（＾＾；）

（なりたい、つーか、とりあえず、前世？でやらかしてた？

「ルー・ウェイファン時代」の自分？に、すでにソックリｗですが…）

ま、そんなわけのお遊びでｗ

「足して３で割ったら、なりたい自分！」を…

モンタージュしてみました…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=4ri_fSL9VL8
作業用ＢＧＭ　クラシック音楽で旅をしよう　

フランス編　ＢＧＭ曲を聴いて旅をした気分に　リラックス用ＢＧＭにも

（あ、３コマめは、これですｗ）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BB%E6%B5%B7
『幽遊白書』（幻海）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日10:45
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０５１４４４１．

（＾＾；）

さっき見たときは確か、

０５１

４４

３３だった…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日10:49
あ、わかった。（＾＾；）

能力じゃない。戦闘力でもない。

そこんところは今の脆弱なままの自分のままでもいいから…、

「迷いがなくて、どまんなかストレート直球勝負！」の、

「性格に。」なりたいんだな、私…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日11:44
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前
 
「自分の力に自信のある人間は、礼儀正しく振る舞うわ。」メーテル

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月25日23:25
War Is Overさんがリツイート 
し か (呟き魔) @s_bambi_ · 3時間3時間前
 
整体行ったら「猫背…ですか？」って聞かれた「はあ…猫背ですね」「そうですね…猫背は…治
すか…猫として生きて行くしかないです」って言われた。猫として生きていきたいです。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日10:30
個性は安らぎや静けさの中で

生まれるものではありません。

試練や苦しみを経験することでのみ、

魂が鍛えられ、

洞察力が研ぎ澄まされ、

野心が鼓舞され、

成功が手に入るのです。

ヘレン・ケラー
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（６月24日）　自分のハイエストセルフに従って動けばいい。／福島県が、「っつー
ことで、甲状腺がんの患者は９００人ぐらい出ると思うんだけど、まぁ、助成金払うか
ら大丈夫っしょ？」と。

http://85358.diarynote.jp/201506241158171915/

糖尿病で白内障／薬よりもまず餌を日本製からヨーロッパ・アメ

リカ製に変更／関東全域「立ち入り禁止区域」大阪を始めとする

関西、四国、中国、北海道「強制避難地域」 九州のみ「選択避難
地域」。

2015年6月24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=JjXeCScSlNc
「カッコウ」　ドイツ民謡　演奏　みかんの木のオカリナドレミかん笛テナー管 

さて、しょーがない。

（－－；）

いやなもんも、チェックするか…★

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
「情報は知識にあらず。」アインシュタイン

　！（＠■＠）！

https://www.youtube.com/watch?v=wPtYt2nv2Is
オカリナ奏者　宗次郎　Sojiro Live Stage 1990　= 遥かなる渤海 = 

千葉 文人 @Emilio406 · 1分1分前 
@mary__Lew @hanayuu
 関東と東北地方の白血病が震災の前の7倍。日本医師会は原因は不明と発表。白血病の
原因と言われるストロンチウムが大量に放出されたのは、東電が昨年発表している。

脳腫瘍が増えているのはは知らないが。体内免疫が負ける5年目〜15年目がピークだ。
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放射能汚染から子どもを守る @savethechild311 · 12分12分前
 
マグロ・カツオ・サンマ・サバなどの回遊魚よりも、汚染地域の近海を泳ぐ魚や、そ

の場に留まる海藻や貝類の汚染が深刻です。大量の汚染水が海水に流れ込んでしまっ

たことを考えると、重い物質であるプルトニウムやストロンチウムが海底に積もって

いる可能性もあります。

 

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1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06月24日
10:22】
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。

 
cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前
 
やっぱり湿度が上昇したんだ。

ライブカメラの映像と一致している。

https://twitter.com/cmk2wl/status/613493361534570496/photo/1
 

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前
 
昨夜の豪雨には大量のラドンが含まれていた

この二ヶ月ほど毎日大量のラドンが出てくる

以前はこれほどひどくなかった

 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前
 
【トリチウムがごく低濃度でもリンパ球に染色体異常〔放医研1974見解〕】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12113549657 … #知恵袋_
 

koichi tsutsui @koichi011 · 5時間5時間前

https://twitter.com/cmk2wl/status/613493361534570496/photo/1
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12113549657


 
フクイチの地下から危険な中性子放射性・殺人水蒸気！米国の独立紙、東京圏３８０

０万人が最終的に避難か - みんなが知るべき情報／今日の物語 http://bit.ly/1Hdalz2
 

stellarwind2005 @stellarwind2005 · 5時間5時間前 
stellarwind2005さんがリツイートしました 【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】
 
何度も呟いて頂いてるおかげで、エアコン除湿を切らないようにしました。以前より

喉の違和感が減ってます。

トリチウム、調べたらたくさん出てきました。たとえばコレ→http://bit.ly/1piLJfs 
ありがとうございました。

 

火山たんさんがリツイート 
Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 12 時間12 時間前
 
↓呼吸器系に疾患のある方は，火山灰よりガスの方がきついと思う．

東京新聞:火山灰から呼吸器守る　専門家「防じんマスク着用を」:健康(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/health/CK2015062302000193.html …
 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 13時間13時間前
 
今後降る雨は、遺伝子破壊するトリチウムの雨だと

知ってるか知らないかで

生死分ける人が多く出てくる

 

meglalala @kissmeyummy · 6月21日
 
雨霧をいったん肺に吸い込むと、トリチウムから発せられたベータ線（電子）はもう

外に出て来ません。肺の中で蓄積します。ベータ線（電子）が高濃度に濃縮されたホ

ットスポットとなり得ます。熊本大学入口名誉教授より

http://megsinginglalala.blogspot.com/2015/06/blog-post_21.html?spref=tw …
 

http://bit.ly/1Hdalz2
http://bit.ly/1piLJfs
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ｄｅｓｕｐｅｒａｄｏ @desupehannari · 6月20日 
2014年04月05日
 
ケムトレイルの中身とワクチンの中身とチタンとトリチウム

　http://desuperado.seesaa.net/article/393803537.html …　
illegal business controls ぬっぽん
　http://desuperado.seesaa.net/article/400144417.html …
 

AKIRA @AKIRA23150220 · 6月18日 
AKIRAさんがリツイートしました neko-aii
 
現在F1から大量に噴出している放射性水蒸気はストロンチウムを含んでおり大変危険
です。

ストロンチウムはβ線核種で脳細胞、中枢神経障害を引き起こします。

 

まつふじ @Yoimajyo · 6月18日
 
うちは患ワン、患ニャンも多い。昨日みえた方のワンコ（保護預かり犬）が酷い糖尿

病で白内障と。薬よりもまず餌を日本製からヨーロッパ・アメリカ製に変更すること

をお勧めした。ストロンチウムが体内でイットリウムに変わると膵臓へ集まるので糖

尿病も膵炎も増えます、なんて話もした。

 

kenji @buick54aki · 6月17日
http://s.ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-12004671013.html …
ストロンチウムは 0.33bq/kgで危険。東京を始めとする関東全域「立ち入り禁止区域」
大阪を始めとする関西、四国、中国、北海道「強制避難地域」 九州のみ「選択避難
地域」

急病人

人身事故 

…（ーー；）…★
＞北海道「強制避難地域」

https://www.youtube.com/watch?v=KYf2jKbEYJM

http://desuperado.seesaa.net/article/393803537.html
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オカリナ奏者 宗次郎 / 大黄河 Sojiro_Theme of The Great Yellow River 

amaちゃんだ @tokaiamada · 6月21日

ときどきGM管式測定器だけに数十マイクロ以上の超高線量が出る原因について、私は
クリプトンやキセノン、トリチウムの雲が地表付近を流れている可能性を考えてきた

http://yakuraibos.exblog.jp/22964966/

 
これはまさに、２０１１年４月頃、多摩川土手を歩く私が「体感」（霊視？）していた状況で

すね…

…（〜〜；）…
（たくさん記事ありすぎるけど、このへんとか？）

　http://85358.diarynote.jp/201105111533253851/

https://www.youtube.com/watch?v=Q-1uUqSm6jg
コカリナ 大久保くみ アメイジング・グレイス 

ｄｅｓｕｐｅｒａｄｏ @desupehannari · 6月20日

チタンは放射性物質を含むどーのツイが工場爆発で多かったな。知らない人はチタン

廃棄問題とか調べれば過去に問題になってるのが分かるお。それと、チタンは、トリ

チウムを吸着出来る。水酸化チタンずら。

https://www.youtube.com/watch?v=K1Ldl3DmYLk
君をのせて〜二重奏オカリナ（ハーモニーＱホイッスル）

amaちゃんださんがリツイート

人を殺すな。脱原発 @ucchi50 · 4時間4時間前 
殺すぞと宣言せず、ひそかに殺し、隠したか。

１月現在の人口集計発表。

３１１以来１２８万人の激減。

あるべき命がない、ん１００万人 

http://yakuraibos.exblog.jp/22964966/
http://85358.diarynote.jp/201105111533253851/
https://www.youtube.com/watch?v=Q-1uUqSm6jg
https://www.youtube.com/watch?v=K1Ldl3DmYLk


https://twitter.com/ucchi50/status/613483989974650881/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
騎士の白馬 @kishinohakuba · 8時間8時間前 
騎士の白馬さんがリツイートしました ちだい

唾を吐きかけてやりたいほど注目してます。 
＞ちだい@chidaisan つい先日まで、キリッとした顔で「絶対に健康被害は出ない」と
言い続けて来た福島県が、「っつーことで、甲状腺がんの患者は９００人ぐらい出る

と思うんだけど、まぁ、助成金払うから大丈夫っしょ？」と言い出していることに注

目してほしいですね。

http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015062301001800.html …

https://www.youtube.com/watch?v=UyQXd1c_OhM
天空の城ラピュタ - 君をのせて(800人合唱ver)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月24日11:58
こんじょー挫折なう（＾＾；）

おふろいってきます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日10:31
cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前

くじけるな。放射能汚染を懸念し恐怖するのは正しい。

周りの雰囲気や意見など理解が足りてないだけ。

https://twitter.com/ucchi50/status/613483989974650881/photo/1
http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015062301001800.html
https://www.youtube.com/watch?v=UyQXd1c_OhM
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自分のハイエストセルフに従って動けばいい。

 
 



（６月26日）　…そ〜か…（＾＾；）　「目つきが悪くなる」のは、「拗ねてる時
」だったのか…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201506261436349642/

狼さんそっくりキャラを見つけて、寝床で笑い

悶えている休日。(^。^;)
2015年6月26日 恋愛 コメント (2)
　

 
…掃除はどうしたんだ私…ッ？

σ(^◇^;)。。。

（これです！）

http://www.tosuisha.co.jp/corner/tachiyomi/morimoto/moon/index.html
MOON·TRICK (1)〜(6)
森本 秀

例によって１０８円で。（＾＾；）２巻まで購入＆読了☆

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日14:46
５１歳、子なしバツなし

独身ですが…何か？
┐(’〜`；)┌
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日19:18
…そ〜か…（＾＾；）

「目つきが悪くなる」のは、「拗ねてる時」だったのか…ｗｗｗ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 http://85358.diarynote.jp/201506261541139931/

主人公は「甘やかされまくりで育ったハンディキャップ持ちのア

イリス」で、はぐれて暮らしてちょっくらヤサグレていた、ボサ

頭のエイリス合流☆

2015年6月26日 恋愛
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506261544413152/

そのまんまエルと白熊さん…ｗ
2015年6月26日 恋愛 コメント (1)
なにこの話！(^。^;)
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日19:20
特にエルなんか「同じ人物を元ネタにしている」のでは！

とか思うくらいそっくり…☆
ｗ（＾◇＾；）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201506261541139931/
http://85358.diarynote.jp/201506261541139931/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150626/85358_201506261541139931_1.jpg
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506261555173426/

最初そのまんまエルかアルマンディン兄様の猫かぶりかと思っ

たら、

超稀少な「ディマトイド兄上様」似！

2015年6月26日 恋愛 コメント (1)
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日19:22
…そう。（＾＾；）あのかたはいわゆる「天然」なおかたで…☆

凡人のワタクシは、お仕えしていた当時、ちょっくら苦労をしました…ｗｗｗｗ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201506261559021769/

ちゃっかりニョゼ登場ｗ

2015年6月26日 恋愛 コメント (2)
　

なんなのこの漫画…っσ(^◇^;)。。。
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日19:24
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考察するに、アルマンディン兄と白兎さんに該当するキャラが居ないのは、

「毒舌や皮肉が入り込む余地がない」

（＾＾；）

ほのぼの生ぬるい系のホームドラマファンタジーだから。ではないかと…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日19:39
今ちょっと変な揺れ方した。

 

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


（６月26日）　《アタ・ルアンタイス》の地誌や年代史や政治史を、きちんとまとめ
たことが、どうやらまったく無い…！

http://85358.diarynote.jp/201506262134301628/

「リステラス星圏史略の59％は宇宙の意思で出
来ています」。

2015年6月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
 
 

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 31分31分前 
常に監視が欲しいのかね？　原稿をやりなさい。

https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
Canaan 

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。

…苦手なところ？は、とりあえず飛ばす！という裏技？もアリ？だよね…？
（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201506262134301628/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506262134301628/
https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8


https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

（復習中！）

http://76519.diarynote.jp/200604110108040000/
『水の大陸』　〜ヤツィー族の伝承歌〜　I　

http://76519.diarynote.jp/200606060026520000/
『アトル・アン古伝説写本』　（高校/たぶん文芸部時代の原稿）　

http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
『　《白の一族》 縁起　』（なんつって未詳である）。　（1990.12.12.嵐★）　

http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/
『　褐　崖　落　』　− KATSU・GAI・RAKU −　続き　（1991.01.15..）

…いかん…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

《アタ・ルアンタイス》の地誌や年代史や政治史を、きちんとまとめたことが、どうやらまった

く無い…！

コメント

りす

2006年11月5日0:08
ヒミツ日記（相互リンクの人のみ表示）

今書いてるこの話、暗〜すぎて、

言葉がまとまんないんだよ……★　（泣）
いつかちゃんとした小説の形に書いたとしても、

こんな暗〜い話を載せてくれるのは、

SFマガジンぐらいだ…………？？ (^◇^;)？
　

そして現実逃避をする。

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
http://76519.diarynote.jp/200604110108040000/
http://76519.diarynote.jp/200606060026520000/
http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/


私が書こうとしている巨大な物語群の正式タイトルは、

『リステラス星圏史略』と、ゆーのです……☆
　

リステラス星圏史略の解析結果；

リステラス星圏史略の59％は宇宙の意思で出来ています
リステラス星圏史略の26％は純金で出来ています
リステラス星圏史略の8％はマイナスイオンで出来ています
リステラス星圏史略の7％は成功の鍵で出来ています

https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
陣内大蔵 - 君を信じてる
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日21:36
とりあえず洗濯してくる。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月26日23:37
…お風呂に入ると汚染水道水で被曝する。(ToT)
という終末的事実。（＞＜。）。。

そして、凄い量の脱毛！

…(∋_∈)…

…こりゃあ、札幌でも、相当、乳幼児が死ぬなぁ…

(・ω・;)(;・ω・)

…特に、浄水器ナシで汚染国産粉ミルクを飲まされてる乳児は…

https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


間違いなく、コロサレる…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日5:37
cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前
 
人間はその人の思考の産物にすぎない。 
人は思っている通りになる。

 
ガンジー

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日5:39
cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前
 
計画のない目標は、

ただの願い事にすぎない。

 
サン・テグジュペリ
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（６月27日）　うちの過保護な守護霊陣が、警戒態勢を敷いているので、

http://85358.diarynote.jp/201506270903148442/

福島原発で生じている霧箱現象を観察してみませんか／銃口はキ

ミに向けるよ…♪

2015年6月27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=s_QdHLdu68Y
【リラックス・安眠用】　当時の楽器で演奏したモーツァルト「ピアノ協奏曲20番　第一楽章」

おはようございます。０８：１８です。

（＾＾；）

麻っぱらから…もとい、朝っぱらから「安眠用」曲ですいません。 
昨日の弦楽器つづきでクラヴィーアの音色が聴きたくなっただけなんですが、

悠宙舞の検索トップには引っかからない…
（曲名だけクラヴィーアで、演奏はピアノ。ばっかり…）
（＾＾＃）

これこれ。この音色…♪
https://www.youtube.com/watch?v=LRbogEFE3cM
古楽器でコンサート　１８世紀アンサンブル浜松

http://85358.diarynote.jp/201506270903148442/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.youtube.com/watch?v=s_QdHLdu68Y
https://www.youtube.com/watch?v=LRbogEFE3cM


札幌は高い薄曇り。降水確率５０％。

線量は全国規模でいったら「かなり低め」。

気温は１６℃…

ところでだいぶ前から私が「三重津波」の危険性を警告していることを、

http://85358.diarynote.jp/201403040614479521/
http://85358.diarynote.jp/201410141324221271/
覚えてくれている人、どれくらいいます〜…？？
…（＾＾；）…ｗ 

地震マップ @eq_map · 10分10分前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ90.0km 2015/06/27 08:14:00 http://j.mp/1QUO6V5

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約80km M4.5 27日03時30分頃発生 
(G)http://j.mp/1GODboa (気象庁)http://j.mp/1GODdwb

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【地震情報 2015年6月26日】
19時38分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地
震の規模はM4.3、最大震度2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/614383279425191936/photo/1

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.4】青森県東方沖 深さ66.8km 2015/06/26 19:38:01
(G)http://j.mp/1e7FdWf (アニメ)http://j.mp/1e7FdWd

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 浦幌町 
【M3.4】十勝地方 深さ115.4km 2015/06/26 18:56:47
(G)http://j.mp/1dkqQ0b (Y)http://j.mp/1dkqQ0d (アニメ)http://j.mp/1GwtVm9

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 様似町 
【M3.2】日高地方 深さ6.5km 2015/06/26 15:13:03
(G)http://j.mp/1fIozh7 (Y)http://j.mp/1fIozh9 (アニメ)http://j.mp/1GMLu3O

http://85358.diarynote.jp/201403040614479521/
http://85358.diarynote.jp/201410141324221271/
http://j.mp/1QUO6V5
http://j.mp/1GODboa
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http://j.mp/1e7FdWf
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http://j.mp/1dkqQ0b
http://j.mp/1dkqQ0d
http://j.mp/1GwtVm9
http://j.mp/1fIozh7
http://j.mp/1fIozh9
http://j.mp/1GMLu3O
https://www.youtube.com/watch?v=BnjqGhAlFzs


https://www.youtube.com/watch?v=BnjqGhAlFzs
J.S.Bach - Brandenburg Concerto No.5 in D BWV1050 - Croatian Baroque Ensemble

タカシ @taka0316y7 · 3 分3 分前 
ちなみに川内原発でシミュレーションされた想定積灰は１５ｃｍであり、その甘い安

全基準で審査された結果が、「再稼働問題なし」の太鼓判である。

フクイチ事故が起きた時、「想定外」という言葉が指弾を浴びたが、その言葉は未だ

免罪符として命脈を保っているのだろうか。

KazanGlocalInstitute @higiyama · 17分17分前 
What’s Really Going On At Fukushima http://at-fukushima.beforeitsnews.com/gold-and-
precious-metals/2015/06/whats-really-going-on-at-fukushima-2647360.html … …
フクイチは全く制御不能であると暴露しかも地下デブリはチャイナ・シンドローム

状態、いつ大惨事をおこすか、３８００万の首都圏住民も移住を余儀なくされる可能

性がある

amaちゃんださんがリツイート 
命の党・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 1時間1時間前 
命の党・大山弘一さんがリツイートしました サイボーグ001
@hanayuu ��拡散検証！
皆さん！重大事実？が発覚!?
この資料によると

『小児甲状腺癌発症に伴い

東電が患者に支払う賠償費用より

国が治療費を負担した方が、安上がり』と

東大教授が発言している、と読めます

amaちゃんださんがリツイート 
Hina @mp5rty · 3時間3時間前 
@neko_aii @tokaiamada 図にも　250mSvで急性障害　とあるけど、今 緊急作業(大事
故があった場合？) 250mSvになってる
→http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H0F_Y5A410C1000000/ …　特例として
線量の上限が一時的に250ミリシーベルトに引き上げられており←何が特例だ怒

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
《重要》福島原発事故、公式にチェルノブイリ超え認定！米政府当局が発表！福島18.1
京ベクレル、チェルノブイリ10.5京…

http://at-fukushima.beforeitsnews.com/gold-and-precious-metals/2015/06/whats-really-going-on-at-fukushima-2647360.html
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H0F_Y5A410C1000000/


http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/307.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
あなたも福島第一原発構内で生じている壮大な霧箱現象を観察してみませんか

http://inventsolitude.sblo.jp/article/145906985.html …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
日本海側、韓国方面に流れていた東電福島原発の風は、徐々に反時計回りの低気圧に

まかれて中国地方から関西、中部、東海、甲信越、関東に到達する予報になってます

。

予報によって若干違いはありますが、日本海側は確実に風下になります。要注意。 

amaちゃんださんがリツイート 
mita tuneyoshi @hanaharuok · 9時間9時間前 
静岡県三島、事故の影響の南限あたりかと、出かけたおりに採集した橋の下のホコリ

の放射能約1500Bq/kgです。宮城あたりでは1万Bq/kg前後あり比較すれば弱いですが
、やはり古いホコリはここでも注意です。 

kenji @buick54aki · 15時間15時間前 
フクイチの地下から危険な中性子放射性・殺人水蒸気！米国の独立紙、東京圏３８０

０万人が最終的に避難か - みんなが知るべき情報／今日の物語
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/d5bdab087a27720f927d9716ea7e503c …

スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 18時間18時間前 
日本はレベル7の放射能汚染国。フクイチからの汚染水も止まってないんですけど。�
無責任過ぎる。絶望しかない

＜逗子海水浴場＞「海は広いな大きいな」関東トップの海開き（毎日新聞）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150626-00000018-mai-soci … 
https://twitter.com/oldblue2012/status/614301999635415041/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=Alo-MYKMslw
HINATA Haruhana - 白のクラヴィーア 

…違う…。（＾＾；）

面白いから聴いちゃえ♪

http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/307.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/145906985.html
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/d5bdab087a27720f927d9716ea7e503c
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150626-00000018-mai-soci
https://twitter.com/oldblue2012/status/614301999635415041/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Alo-MYKMslw


https://www.youtube.com/watch?v=7AnXthUawUk
HINATA Haruhana - 落ちる (Album Version) 

amaちゃんださんがリツイート 
Kumiko Takahashi @kisaragi935 · 11時間11時間前 
#ふるえる デモで主催の若者たちが用意してくれたプラカードを持ちました。うんうん
、そうだよね。 
https://twitter.com/kisaragi935/status/614421322102235136/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
HINATA Haruhana - ウブリの図書館 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「経済的徴兵制」 日本学生支援機構・委員がマッチポンプ
http://tanakaryusaku.jp/2015/06/00011458 …
文科省の有識者会議で「経済的徴兵制」を促す発言をしていた人物が、奨学金を貸し

付ける日本学生支援機構の運営評議会委員であることが、山本太郎事務所の調べで

わかった

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
〔関電株主総会〕◆　「事故が起きたら責任を取るという人は手を挙げてくだ

さい」——　株主席の最前列から、河合弘之弁護士（大阪市代理人）は、檀上の関電

役員に要求した

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-4bc7.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
＜しんぶん赤旗＞　戦争する国」へ癒着　軍需産業上位１０社に天下り６４人　/　１
４年 防衛省・自衛隊
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-044d.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=fBeyJPpH770
HINATA Haruhana - 仮面ゲーム 

https://www.youtube.com/watch?v=7AnXthUawUk
https://twitter.com/kisaragi935/status/614421322102235136/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
http://tanakaryusaku.jp/2015/06/00011458
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-4bc7.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/post-044d.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=fBeyJPpH770


特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【米最高裁 全州で同性婚認める判断】
アメリカの連邦最高裁判所は、男性どうしや女性どうしが結婚する同性婚をすべての

州で認める判断を示しました。全米で同性婚が事実上、合法化されることになります

。

http://nerv.link/XukZcW

https://www.youtube.com/watch?v=eI5yPn9VwSA
HINATA Haruhana - なりすまし症候群
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月27日10:25
うちの過保護な守護霊陣が、

警戒態勢を敷いているので、

東方海上、地震に要注意です。

(・_・;)

（札幌はたぶん無事）

 

http://nerv.link/XukZcW
https://www.youtube.com/watch?v=eI5yPn9VwSA
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（６月27日）

http://85358.diarynote.jp/201506271443016381/

緑のビ〜玉…♪　(*^_^*)　♪
2015年6月27日 恋愛 コメント (1)

どうもありがとう。(*^_^*)

お礼にドングリ進呈。o(^-^)o

　おまけ♪

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT5400UP】 カラパイアの歩き方 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51249039.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/614741253024972801/photo/1
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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6月27日15:27
札幌にセシウム襲来。(∋_∈)

ビー玉は霊気浄化してくれるので、ほんとにありがたいです♪

　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 

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


（６月27日）　本当に覚醒することは、自分がタダの人にすぎないことを自覚すると
いう意味。

http://85358.diarynote.jp/201506280027274255/

♪ 血も涙も流れない、新人類の…♪
2015年6月27日 恋愛 コメント (2)
 
https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
HINATA Haruhana - ウブリの図書館 

気に入ったのでしばらく聴いちゃいましょう♪

（＾＾）

おばんです。２３：２７です…

https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
HINATA Haruhana - 人嫌いの星 

…なんだこりゃ…（＾■＾；）…

…「私の唄」か…？？

https://www.youtube.com/watch?v=wZblBfevwN0
HINATA Haruhana - サプライズ・ハロウィン 

…え〜と…||||（＾■＾；）||||…

…「エルの唄」…？？

https://www.youtube.com/watch?v=P7b4FgQzJuk
HINATA Haruhana - 正しい珈琲の飲み方 

https://www.youtube.com/watch?v=DZD88FoKMjA
【鏡音レン】　第三章「一縷の願い」　〜3D＆アニメPV〜 

…ｗ（＠◆＠；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201506280027274255/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201506280027274255/
https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
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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6月28日8:49
Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前
 
多くの人は自分の感情を抑圧しますが、感情を抑圧することは感情に溺れるのと同じくらい悪い

ことです。感情に溺れず、また押さえつけることなく、ただそれを見ること、それと自分を同一

認しないことを学ばなければなりません。　http://bit.ly/1GMCZrd

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日19:50
amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前
 
「自分は覚醒した」

などと言ってはいけない

 
本当に覚醒することは、自分がタダの人にすぎないことを自覚するという意味であり、タダの人

が特別に偉くなったなどと言うわけがない

だから麻原のように特別の権威をふりかざす覚醒者は全員がニセモノなんだ

ホンモノは、自分に謙虚になる
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（６月28日）　なにやら「緊急呼集級」激睡魔／緊急【円卓会議】だそうです。ヽ（
・＿・；）ノ　…今の私に発言力あるんかいな…？

http://85358.diarynote.jp/201506280904258655/

フクイチ原発作業に携わった作業員は4300人が亡くなっていると
いう。直接の死因は心筋梗塞が多いようだ。／「核燃料はそのま

ま核爆弾になる」。

2015年6月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
おはようございます。

札幌の気温は１４℃！

||||（＠＠；）||||　６月２８日です。

線量は（全国的に見れば）低め。

雨降ってますが、湿度も低め…

…（＾＾；）…

この条件下で「元気に起きよう！」と思ったら、音楽は、このへんかな…
https://www.youtube.com/watch?v=qw1p9VOl5E4
Royal Edinburgh Military Tattoo 2011 Finale - Massed Pipes and Drums 

…と、「ハイランダー」の激しい大群ドラムな民族音楽を聴こうと思ったら、
「楽器の名前が思い出せなくて」（＾＾；）録音がみつからなかった…★

War Is Over @kenshimada · 24 分24 分前 
フクイチ事故直後、作業員1万人近くが白血病が発症した際に労災が降りる基準値
年5mSvを超える被爆を受けていた。
いまや一般人でも年20mSv以内なら安全とされる状況下では完全無視されるのだろう
か

Lightworker @Lightworker19 · 37 分37 分前 
今年を漢字一字で表すと「嘘」

http://85358.diarynote.jp/201506280904258655/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201506280904258655/
https://www.youtube.com/watch?v=qw1p9VOl5E4


amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
知られざる原発ダイバーのお仕事 　被ばく量目標は年間20ミリシーベルト 
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/384.html …

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 2 時間2 時間前 
28日06:20現在、東北地方では大雨により避難勧告・避難準備情報が出されている地域
があります。

【避難勧告】

岩手県：久慈市、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村

宮城県：石巻市

【避難準備情報】

岩手県：下閉伊郡岩泉町

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150628-00000001-rescuenow-soci …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
自民党は今や全体主義国家の党。 「異論者にどう報復するか」が公然と語られる時
代に。—（孫崎享氏）

http://www.twitlonger.com/show/n_1smr3lb

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「現職官房長官が、報道の自由を「許された自由」と表現しているのがすごい：山崎

雅弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17718.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
静岡で大規模な災害が起きたときは全力で逃げるべし

http://inventsolitude.sblo.jp/article/145957867.html …

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
日付が違う濃霧警報。ずーっと濃霧です。

もちろん福島は中通りも、浜通りも、会津も。

http://www.jma.go.jp/jp/warn/313_table.html … 

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
原燃輸送に対し安全が確認されるまで低レベル放射性廃棄物を輸送しないよう命じた

。同社が輸送を独占しているため、全国の原発から当面、運び出せなくなる。

http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/384.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150628-00000001-rescuenow-soci
http://www.twitlonger.com/show/n_1smr3lb
http://sun.ap.teacup.com/souun/17718.html#readmore
http://inventsolitude.sblo.jp/article/145957867.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/313_table.html


２月にボルトが折れていたことに気付いたが「特異な事例」と判断４カ月以上、報告

しなかった

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015062701001954.html …

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
信じられない！福島県が原発事故直後の放射線データを保存せず消去していた

　http://bit.ly/Z9f1yj

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
福島市郷野目で老夫婦がほぼ同時に「心筋梗塞」で突然死　http://bit.ly/1lWmwG6

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
28日（日）も東電福島原発からの風が西日本の広い範囲に。
月曜日にかけては東北に到達する予報です。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/614842036936536064/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 6時間6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

Lightworker @Lightworker19 · 7時間7時間前 
川内原発汚染マップ　http://bit.ly/10URWzx 
https://twitter.com/Lulu__19/status/322215365088264193/photo/1

レスキューナウドットネット編集委員会さんがリツイート 
岩手県広聴広報課 @pref_iwate · 8時間8時間前 
土砂災害警戒情報

６月28日 ０時35分に、土砂災害警戒情報第１号が発表されました。
●新規発表

　宮古市、野田村

詳細は以下のURLを参照して下さい。
http://sabo.pref.iwate.jp/tel/ 
発行担当者 岩手県砂防災害課

amaちゃんださんがリツイート 

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015062701001954.html
http://bit.ly/Z9f1yj
http://bit.ly/1lWmwG6
https://twitter.com/cmk2wl/status/614842036936536064/photo/1
http://bit.ly/owkqgH
http://bit.ly/10URWzx
https://twitter.com/Lulu__19/status/322215365088264193/photo/1
http://sabo.pref.iwate.jp/tel/


シュウマィ＠こおり文鳥 @japanpowersys · 8時間8時間前 
東京都調布市にて昨日、6/27 22:30撮影　オーロラみたいな現象が見れました。
これ、大丈夫かなぁ〜 
https://twitter.com/japanpowersys/status/614816489040818177/photo/1

火山たん @volcano_tan · 9時間9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…

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
「核燃料はそのまま核爆弾になる」これこそ原子力業界が今までずっと隠し、ごまか

してきた真実

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
【拡散】KinositaKouta この論文はアユの汚染について書かれているが地図と現実の汚
染感覚は近いものがあると思う。健康被害が出る汚染地の概念は黄緑以上のエリアは

該当すると思う。緑のエリアはボーダー。愛知県はほんとにボーダー

。http://www.nature.com/srep/2013/13049/srep01742/fig_tab/srep01742_F3.html ……

春橋哲史 @haruhasiSF · 10時間10時間前 
フクイチでは、今日も負傷事故が有った。指を骨折したそうだ。安保法制に目を奪わ

れている間も、フクイチでの作業は続いている。「日本を守る」と大見得を切ってい

る人達は、何故、フクイチに行かないのか。今、この国は、放射性物質と戦争してい

るのだ。外交はできず、撤退もできない。

cmk2wlさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"cmk2wl
ACRO　北は岩手県一関市、
南は東京の北の郊外に位置する千葉県柏市の住宅も

相当に汚染されている。

両市は原発から約200 km離れているが、
汚染されたホコリは

1キログラム当たりほぼ6,000ベクレルである。"

https://twitter.com/japanpowersys/status/614816489040818177/photo/1
http://www.nature.com/srep/2013/13049/srep01742/fig_tab/srep01742_F3.html


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
その後。

今日、活発な桜島

6月27日20時21分：爆発的噴火
6月27日20時36分：爆発的噴火
6月27日21時56分：爆発的噴火
今日13回目、今年664回目の爆発的噴火（画像：20時36分：爆発的噴火時）

amaちゃんださんがリツイート 
せぐめん @skdwm · 12時間12時間前 
今さっきの夕焼け空。なんかこう、地球じゃないどこか別の惑星の大気を見てる

気分。 

Lightworker @Lightworker19 · 13時間13時間前 
東京全体が駄目だよ。 母乳からセシウム出てるってことは、水道水も確実に汚染され
てるしな。 とにかく西日本か北海道行かないと死ぬよ http://bit.ly/13a6fjI

不正選挙監視団 @rigged_election · 23時間23時間前 
フクイチ原発作業に携わった作業員は4300人が亡くなっているという。直接の死因は
心筋梗塞が多いようだ。原発作業員以外にも、自衛隊員が64名、警官が300名近く、亡
くなっているようだ　http://bit.ly/XTKoAP

https://www.youtube.com/watch?v=YJVdnMAGIt8
Top Secret Drum Corps Edinburgh Military Tattoo 2009 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
渋谷のハチ公前で若者グループＳＥＡＬＤｓが大規模な安保反対デモ！物凄い大人数

が渋谷駅前を埋め尽くす！札幌でも反対デモ！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6993.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
百田尚樹氏「私が本当につぶれてほしいと思っているのは、朝日新聞と毎日新聞と東

京新聞です」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6987.html …

http://bit.ly/13a6fjI
http://bit.ly/XTKoAP
https://www.youtube.com/watch?v=YJVdnMAGIt8
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6993.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6987.html


検索おまけ♪

https://www.youtube.com/watch?v=N4F0iC9ioiQ
Alphaville - Forever Young (Full Album + B Sides From Vinyls)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月28日21:44
先ほどバイトから帰投。21:41。
なにやら「緊急呼集級」激睡魔に襲われてるので、

ＰＣ前には座らず、

とりあえず逝ってきます。

ヽ（・＿・；）ノ

…会議？　(・_・;)　？

緊急【円卓会議】だそうです。ヽ（・＿・；）ノ

…今の私に発言力あるんかいな…？
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日20:23
Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
プレアデス星人は、地球人が人格を向上し、様々な諸問題を解決して乗り越えていけると思って

いたのですが、残念ながらそうではなさそうなので、「カウンシルオブ８（審議会８）」という

存在を主体として行動を起こし始めている。　http://bit.ly/1yXMnnt
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（６月29日）　昨夜は気絶寸前の爆睡魔に拉致られて「あの世へ強制送還」されたと
いうのに、

http://85358.diarynote.jp/201506290418462767/

「斃さなければならないのは、己自身の怠

惰だ」。

（－－；）…★
2015年6月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
早過ぎようございます。０３：４９。

（＾＾；）

何が何だか、とにかく何かが、あるいは何もかもが色々、ものすごく変です。

（－－；）

 
昨夜は気絶寸前の爆睡魔に拉致られて「あの世へ強制送還」されたというのに、

文字通り「死んだように眠っている」はずのあいだじゅう、脳内に爆音が轟きまくっていたのが

、この曲だったり…。
（〜〜＃）

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 

寝てたのか起きてたのか判らないあいだずっと、ヒビ割れた荒野で「巨人」（＝フクイチ放射能

）とタタカッテいたようなんですけどね…（－－＃）…★

とりあえず変な時間に寝て変な時間に起きちゃいましたので、情報チェックだけやりますぅ〜（

－－＃）…★

地震マップ @eq_map · 39 分39 分前 
【M4.1】HOKKAIDO, JAPAN REGION 218.8km 2015/06/28 23:03:04JST, 2015/06/28
14:03:04UTC
(G)http://j.mp/1eSItG5 (USGS)http://j.mp/1GUjECE
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http://85358.diarynote.jp/201506290418462767/
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地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 弟子屈町 
【M2.6】弟子屈付近 深さ147.3km 2015/06/29 00:10:53
(G)http://j.mp/1Lw2puI (Y)http://j.mp/1IlyfJM

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.6】北海道南西沖 深さ223.1km 2015/06/28 23:03:04
(G)http://j.mp/1HptiAC (アニメ)http://j.mp/1QXeKg3

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.7】浦河南方沖 深さ44.6km 2015/06/28 18:02:42
(G)http://j.mp/1TWBQlS (アニメ)http://j.mp/1ICPX74

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.7】積丹半島北西沖 深さ6.5km 2015/06/28 17:46:38 http://j.mp/1CBYjtD

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.9】青森県東方沖 深さ51.1km 2015/06/28 10:29:06 http://j.mp/1LCiXSJ

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ6.5km 2015/06/28 08:16:28 http://j.mp/1RHrq5O

札幌の外気温１４℃。

（ーー；）

室温が何故か無暖房で２１℃もあるのは、おそらく、階下がすでに暖房スイッチオン！していて

床暖房状態だから。だろうと思われます…。

ちなみに昨年とかの今ごろ…。
http://85358.diarynote.jp/?day=20140628

…あ、あんまり変わりませんかね…。

…（＾□＾；）…

http://85358.diarynote.jp/?day=20130628
http://85358.diarynote.jp/?day=20120628
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http://j.mp/1ICPX74
http://j.mp/1CBYjtD
http://j.mp/1LCiXSJ
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http://85358.diarynote.jp/?day=20110628

http://85358.diarynote.jp/?day=20100628
http://85358.diarynote.jp/?day=20090628
http://85358.diarynote.jp/?day=20080628
http://85358.diarynote.jp/?day=20070628

http://76519.diarynote.jp/?day=20070628
http://76519.diarynote.jp/?day=20060628

https://www.youtube.com/watch?v=uW-eIco8trE
進撃の巨人 OP 紅蓮の弓矢＆自由の翼 full

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � Assam, India 
【M5.6】ASSAM, INDIA 10.0km 2015/06/28 10:05:26JST, 2015/06/28 01:05:26UTC
(G)http://j.mp/1RHEWXa (USGS)http://j.mp/1ICmMB8

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � Hawaii, USA 
【M4.8】ISLAND OF HAWAII, HAWAII 8.4km 2015/06/28 17:10:10JST, 2015/06/28
08:10:10UTC
(G)http://j.mp/1eRBnBy (USGS)http://j.mp/1HnWVQT
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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6月29日6:20
Lightworker @Lightworker19 · 50分50分前 
昨日、仕事のお客さんと、最近の不思議な事を話したら、妹がUFOにさらわれて、内部の様子を
記憶しているとの事、記憶を消されてないようです。　http://bit.ly/177DiuD
 

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


（）　最新研究「瞬間睡眠」が、脳を若返らせる。昼間に突然「カクッ」あの瞬間に起
きていること。

http://85358.diarynote.jp/201506290617404068/

…聞き捨てならない…☆　（１）。
2015年6月29日 音楽
　

 
さて。（＾＾；）

変な時間に起きちゃったついでに、現在またもやＰＣ画面上に貼り付けまくって溢れかえって

しまっている、「すぐに聴きたい音楽」群の、トリガの整理をしましょうかね…☆

ｗ（＾□＾；）ｗ

★今回「卒業」する曲★

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time 

https://www.youtube.com/watch?v=bD45pZjmQCE
Voyage To Avalon [Orchestra] 

https://www.youtube.com/watch?v=aCG_Umx1Kxk
SEVEN SWORDS soundtrack, by Kenji Kawai : "The Spirits of the Swords" 

https://www.youtube.com/watch?v=E5IIus4r-GQ
Kenji Kawai - Mezame no Hakobune - 百禽 HYAKKIN 

☆（ていうかＣＤで聴いたほうが手早いし音質もいいし…ｗ）★

https://www.youtube.com/watch?v=BQJPV77Cblg&list=PLFF6EC596903C0B1A
[Beverly_Hills_Cop_I] 01. Patti_LaBelle - New_Attitude 

http://85358.diarynote.jp/201506290617404068/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
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https://www.youtube.com/watch?v=E5IIus4r-GQ
https://www.youtube.com/watch?v=BQJPV77Cblg&list=PLFF6EC596903C0B1A


https://www.youtube.com/watch?v=p4QqMKe3rwY
Abba - Chiquitita 

https://www.youtube.com/watch?v=cvChjHcABPA
Abba - SOS 

https://www.youtube.com/watch?v=r4q9NaDkvRc
Akira - OST - Full Album 
（今日これ聴いたら時間終わるわ…ｗ）

☆今後も「聴き続ける」曲☆

https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
Katy Perry - Firework 

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=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス 

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade 

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=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=I1BJzKy8TbE
Avalon - Kenji Kawai - Log In 
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♪　おまけ　♪

カラパイア @karapaia · 15時間15時間前 
【RT400UP】 コントローラーでスイッチが入る猫。飼い主がゲームをしようとすると

「それをモフるなら、俺をモフれ」と完全アピール

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52194583.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/615014271609507840/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 20分20分前 
米学会が７時間の睡眠を勧告、不足で心臓病や脳卒中のリスク

http://www.cnn.co.jp/fringe/35066277.html?tag=top;topSp …

amaちゃんだ @tokaiamada · 22分22分前 
認知症予防にも大きな効果があり、毎日30分以内の昼寝をしていると、認知症になる
確率が5分の1にまで下がることがわかってきたのです」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/43849?page=2 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 24分24分前 
最新研究「瞬間睡眠」が、脳を若返らせる

昼間に突然「カクッ」あの瞬間に起きていること

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/43849 …

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52194583.html
https://twitter.com/karapaia/status/615014271609507840/photo/1
http://www.cnn.co.jp/fringe/35066277.html?tag=top;topSp
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（６月29日）生来、というか、何回「死んでも生きても」基本の性格が「だらしない
ことは嫌い」（＾＾；）＜なのよ？

http://85358.diarynote.jp/201506291233025803/

「生きろ。」…（聞き捨てならない…２☆）。
2015年6月29日 音楽 コメント (2)
　

　

仮眠と溜め込みまくっていた事務処理（＾＾；）

の間はＣＤ聴いておりまして、

仕切り直しでＰＣに戻って参りました、１２：２４です…

体調も精神状態もけして「悪くない」状態に戻ったおかげで

フト気がつきましたが、やはり５月アタマから６月いっぱい、

被曝のダメージで

http://85358.diarynote.jp/201505030904236897/
脳機能がそうとう衰えていたようです。（－－；）

特に、「時間と日程の自己管理能力」が、ほとんど壊滅状態に近かった…
https://www.youtube.com/watch?v=1kgLUodK3kc
HINATA Haruhana - クロノステイシス 
…（〜〜；）…★

それでもなんとか生活を回せていたしバイトに遅刻もせずにいられたのは、生来、というか、何

回「死んでも生きても」基本の性格が「だらしないことは嫌い」（＾＾；）＜なのよ？の、おか

げですね…

で。神だの過保護霊団だのは、やはり私に「生きろ」と言っているようなので…

https://www.youtube.com/watch?v=_-cQJUN-6v0
Alberto De Meis Japan Tour in Mononoke Hime con Yoshikazu Mera 
（＾＾：）

匍匐前進で、身辺整理（？）を、がんばります…☆

http://85358.diarynote.jp/201506291233025803/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201506291233025803/
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★今回「卒業」する曲★

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7PahauhFQ
Jewish world supremacy 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGcM_9deqf0
Le Deserteur(脱走兵) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz8bSSAxdik
アリル・アリル／アルパカ　ＰＶ 

https://www.youtube.com/watch?v=rSDYtMYEhME
Fujita Maiko (藤田麻衣子) - Sakura (サクラ) 

https://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE&list=RDIOmFgIxvVzc&index=3
Monster Tubulum: Time to Start FINAL CUT 

https://www.youtube.com/watch?v=L5JYeP4hbEo
田我流【MV】やべ〜勢いですげー盛り上がる 

https://www.youtube.com/watch?v=F1uMXDs53KY
「トカゲのなみだ」 恍多 -kouta- 

https://www.youtube.com/watch?v=igOTp33vR9g
♫ 伊勢正三 レミングの街（ＴＯＫＹＯ　ＳＩＤＥ） 

https://www.youtube.com/watch?v=1ASyySFOA5Q&list=PLDDFB0451425D2260&index=5
山崎まさよし / 僕はここにいる 

https://www.youtube.com/watch?v=szIrbCJ0uZQ
MAHARAJA ~ eurobeat nonstop ~(no sampling) 

https://www.youtube.com/watch?v=suUtJxccoaU
Thomas Bergersen - Femme Fatale 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7PahauhFQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZGcM_9deqf0
https://www.youtube.com/watch?v=Sz8bSSAxdik
https://www.youtube.com/watch?v=rSDYtMYEhME
https://www.youtube.com/watch?v=OZJNEF6iBNE&list=RDIOmFgIxvVzc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L5JYeP4hbEo
https://www.youtube.com/watch?v=F1uMXDs53KY
https://www.youtube.com/watch?v=igOTp33vR9g
https://www.youtube.com/watch?v=1ASyySFOA5Q&list=PLDDFB0451425D2260&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=szIrbCJ0uZQ
https://www.youtube.com/watch?v=suUtJxccoaU


☆（ていうかＣＤで聴いたほうが手早いし音質もいいし…ｗ）★

https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
陣内大蔵 - 君を信じてる 

https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY
陣内大蔵 - Blow wind blow , 風よ吹け 

https://www.youtube.com/watch?v=kbUxFKwPm5A
陣内大蔵 - 空よ 

☆今後も「聴き続ける」曲☆

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 

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

https://www.youtube.com/watch?v=TAIxUOnGAws
venceremos 

https://www.youtube.com/watch?v=n5fGRHJ5U7c
小山卓治／大統領様

https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
HINATA Haruhana - ウブリの図書館 

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
光の惑星 - 恍多 kouta 
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https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
QUIERO CAMBIO - Protesta 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
HADZA TRIBE 

https://www.youtube.com/watch?v=IOmFgIxvVzc
Super instrument 

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=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0
2 Hours of Dark Music

https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参 

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】 

https://www.youtube.com/watch?v=_kASjW_aPbQ
Naughty Boy - Wonder ft. Emeli Sandé 

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

https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
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https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk
Let It Go - Frozen - Alex Boyé (Africanized Tribal Cover) Ft. One Voice Children’s Choir
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日12:34
12時34分

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日15:07
雑資料ファイルの不要「紙様」を一個片付けたので、いったん休憩〜☆

 

https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk
http://85358.diarynote.jp/
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（６月29日）　彼らは時間の外側に歩み出る能力を持つが故に、「時」を再創造する
ことが可能だという。

http://85358.diarynote.jp/201506291511425660/

（りす@わーく）
2015年6月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
（承前）

…ていうか、そのまんまＢＧＭというか、参考資料であった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
HADZA TRIBE 

https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
Canaan 

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。

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7PahauhFQ
Jewish world supremacy 

https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
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光の惑星 - 恍多 kouta
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日20:08
War Is Overさんがリツイート 
怒れる不動明王 @goubuku_fudou · 4時間4時間前 
人類は確かに科学技術で、過去、何十万年も持っていた迷信と言われる呪術の世界から脱するこ

とができた。数々の不死の病と言われる病も多くが克服された。けれど迷信である呪術は決して

全人類を滅ぼすような力はなかった。逆に科学技術は病気は治せるが、全人類も消滅できる武器

を作ってしまった！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月29日20:18
Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
同時に、ウイングメーカーとは人類の未来を表す存在らしい。彼らは時間の外側に歩み出る能力

を持つが故に、「時」を再創造することが可能だという。人類は、遥か遠い未来に自らの起源へ

と還り、すでに融合を果たした　http://amba.to/1xAsqiG
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（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）



（６月４日）　旧約聖書というのは「旧い神との契約書」という意味（古い翻訳じゃな
いぞ）だが、その神は、どうみてもルシファーにしか見えない。

http://85358.diarynote.jp/201506040823431355/

（作業用メモ）。

2015年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=tr6BxjrFBoE
DRAGON CON 2013 - part 1 - Epic Costume Party 

…「物語には、ひとを動かすチカラがある。」よね？

まちがいなく…。

火山たん @volcano_tan · 17時間17時間前 
まだ主流の説では無いかもしれないけど、日本神話の出来事は火山の描写だとする説

があるんだよ。例えば天照大神が隠れられた岩戸隠れは大噴火で舞い上がった火山灰

で日光が遮られた事だとする説や、ヤマタノオロチが火砕流を表しているとする説

だね。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
フクシマを不可避的に引き起こした原発とは、スローモーションの地球生息環境破

壊（slow motion ecocide）である
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/robert-snefjell.html#more …

War Is Overさんがリツイート 
イスカリオテの湯葉 @yubais · 6月1日 
しかし「メールの添付ファイル開いたらウイルスに感染した」なんて古典的なミス

を「サイバー攻撃」と言えるなら、「バナナの皮で滑って転んだ」を「生物兵器を用

いた摩擦制御による人体骨格バランスの転覆」くらいに表現してもいいのではないか

War Is Overさんがリツイート 
けい @mnbkei1 · 34分34分前 
けいさんがリツイートしました War Is Over

http://85358.diarynote.jp/201506040823431355/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201506040823431355/
https://www.youtube.com/watch?v=tr6BxjrFBoE
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/06/robert-snefjell.html#more


子どもの頃にNHKで知識と教養を養ってきたつもりだが、
いまになって、大変後悔している。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
パソコンブラックアウト切断を繰り返すとウィンドウズの基本ファイルが壊れてきま

す

ゲームが英語になってしまうなどの症状が出たら、アクセサリ→コマンドプロンプト

から【CHKDSK /f】と打ち込んでエンターすれば、次の起動時に修復スキャン
実は私は未だにMSDOSしか分からない世代

と火山たんさんがリツイート 
岩石たん @Ganseki_tan · 11時間11時間前 
【新発売】花崗岩わかめおにぎり

#思わず開いてしまうメールタイトル

火山たんは、《エルシャムリア》に招聘決定です…ｗ

War Is Overさんがリツイート 
かわいい動物達 @kawanimals · 2 時間2 時間前 
こんな風に毎日起こしてもらいたい 
https://twitter.com/ItsAnimalPix/status/446074849048690689/photo/1

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
最初の予備的大変動の後に人類の意識を統合することで、差し迫る地球規模の大変動

から逃れることができるのです。第２の予備的大変動が起きると、生き残った人々は

時間移動のメカニズムを持つことができないため、生命を維持することはできない

でしょう。http://bit.ly/1AgHt2S

Lightworker @Lightworker19 · 9時間9時間前 
１９４５年８月表向き太平洋戦争は終結しました。しかしこれはまさしく表向きのお

https://twitter.com/ItsAnimalPix/status/446074849048690689/photo/1
http://bit.ly/1AgHt2S


話なのです。「国営テロ集団」彼らこそ旧帝国陸軍の残党であり戦後も密かに組織を

温存してきたのです。そして彼らと活動を共にしたの は在日米国陸軍系の組織です
。http://bit.ly/Yrrgs9

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 
宇宙連合…宇宙の各所から来た、物理次元と非物理次元の宇宙人たちからなる宇宙の
連合組織。多様な目的を持ち、「銀河同盟」

…なんで「私の物語」と、いちいちシンクロしてるんだろぉ…

ｗ（＾■＾；）ｗ

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
妹尾雄大 @senooyudai · 20時間20時間前 
イヤホンつけて自転車に乗るのが禁止なら、自転車にスピーカー乗せればいいんじゃ

ない？と思ってググってみたら、世界は広かったってことを改めて思い知らされた。 
【音楽用】熱海 @magewappa3 · 12時間12時間前 
“@senooyudai: イヤホンつけて自転車に乗るのが禁止なら、自転車にスピーカー乗せ
ればいいんじゃない？と思ってググってみたら、世界は広かったってことを改めて思

い知らされた。 pic.twitter.com/wt3oKPKWFf”3台目はどうやって運転するんだろう…

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
na2hiro @na2hiro · 6月1日 
ちなみに現在ジンバブエドルは流通していなくて、米ドルや日本円が法定通貨になっ

てます。日本円の使用国が日本とジンバブエになっててウケる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ 円_(通貨) 
https://twitter.com/na2hiro/status/605374677951737856/photo/1

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 10 時間10 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。

http://bit.ly/Yrrgs9
http://ja.wikipedia.org/wiki/
https://twitter.com/na2hiro/status/605374677951737856/photo/1


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日10:09
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
旧約聖書というのは「旧い神との契約書」という意味（古い翻訳じゃないぞ）だが、その神は、

どうみてもルシファーにしか見えない

モーゼの十戒は、また別の神との契約じゃないのかな？
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（６月29日）

http://85358.diarynote.jp/201506292040546390/

聞き捨てならない…（３）。
2015年6月29日 音楽
　

　

★今回「卒業」する曲★

https://www.youtube.com/watch?v=4NShEKYoPXw&list=RDbldyRH_XrOM&index=7
DECO*27 - Love Distance Long Affair feat. Topi / 恋距離遠愛 feat. とぴ 

https://www.youtube.com/watch?v=zifNaoOPmSE
乃木坂46　『狼に口笛を-ダンスバージョン-』

https://www.youtube.com/watch?v=O-pVovOzGCM
Tokyo Ghoul OST - Original Soundtrack【Complete】『東京喰種トーキョーグール』OST 

https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
Spice And Wolf Original Soundtrack 1 Full 

https://www.youtube.com/watch?v=_jnqih24hCw
TOQUE NO ALTAR DVD Restituição show completo 

☆（ていうかＣＤで聴いたほうが手早いし音質もいいし…ｗ）★

https://www.youtube.com/watch?v=RzuzkiCCpkM
ILE AIYE ~WAになっておどろう~　（John Robinson Remix） - AGHARTA 

☆今後も「聴き続ける」曲☆

http://85358.diarynote.jp/201506292040546390/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=4NShEKYoPXw&list=RDbldyRH_XrOM&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=zifNaoOPmSE
https://www.youtube.com/watch?v=O-pVovOzGCM
https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
https://www.youtube.com/watch?v=_jnqih24hCw
https://www.youtube.com/watch?v=RzuzkiCCpkM


https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
【MAD】進撃の巨人〜紅蓮の弓矢〜 

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

https://www.youtube.com/watch?v=NiSDW2qPKqY
乃狼- 1 

https://www.youtube.com/watch?v=zyJJlPSeEpo
麻枝 准×やなぎなぎ 「終わりの世界から」

https://www.youtube.com/watch?v=kOPOsGmOHyw
麻枝 准×やなぎなぎ「Killer Song」 

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

https://www.youtube.com/watch?v=05jEZLaEkJw
麻枝 准×やなぎなぎ「無敵のSoldier」

https://www.youtube.com/watch?v=GtQlCentE1o
【作業用BGM】やなぎなぎメドレー陽 

…もうこれは、ＣＤ買ったほうが速いな…♪ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=i8q8fFs3kTM
Linkin Park - Final Masquerade (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=ixifxQ_MDu4
Ultimate Nightcore Mix ♥♥ 1 Hour 

https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cvmxZ0qHvzM
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
https://www.youtube.com/watch?v=NiSDW2qPKqY
https://www.youtube.com/watch?v=zyJJlPSeEpo
https://www.youtube.com/watch?v=kOPOsGmOHyw
https://www.youtube.com/watch?v=WhvONZPCtqE
https://www.youtube.com/watch?v=05jEZLaEkJw
https://www.youtube.com/watch?v=GtQlCentE1o
https://www.youtube.com/watch?v=i8q8fFs3kTM
https://www.youtube.com/watch?v=ixifxQ_MDu4
https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
https://www.youtube.com/watch?v=3VCCuM8uQS8


（続きます）

 
 
 
 
 
 
 

続きます。

（＾＾；）

↓
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リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１５－７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年７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－２０１５－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年６月）

http://p.booklog.jp/book/118152
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