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（７月１日）　「過保護霊」のみんながせっせとかまってくれている。

http://85358.diarynote.jp/201507011004295345/

愛媛県０．１６μ／西予市【土砂災害警戒情報】／熊野に長径

約40kmの巨大カルデラ／避難者数207132人／

2015年7月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

遅ようめございます？０９：２５です。

今日は休み。

札幌は降水確率５０％の高曇り。

…予定は銭湯出撃…
…（〜〜；）…

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT800UP】 7月1日、金星と木星が最接近！ 肉眼で見える貴重な惑星ランデブーを
見逃すな！

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52195346.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/615956740912197632/photo/1

カラパイア @karapaia · 13時間13時間前 
カラパイア : 世界の終り：地球滅亡の現実的な5つのシナリオ 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52195229.html … 
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https://twitter.com/karapaia/status/615846002159808512/photo/1

…まぁ、「過保護霊」のみんながせっせとかまってくれているので（＾＾；）
被曝過敏症の私にとっては現在の札幌の線量は高い？わりには、

心身の状態は悪くはないです…☆

https://www.youtube.com/watch?v=6jQsl2nGQrw
【Jhnosno】麻枝 准×やなぎなぎ 12首 

特務機関NERV @UN_NERV · 23 秒23 秒前 
【熊本県 警報情報 2015年07月01日 09:48】
熊本、阿蘇地方では、１日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。

［熊本市］大雨・洪水

［山鹿菊池］大雨・洪水

［荒尾玉名］洪水

［上益城］大雨

［阿蘇地方］大雨・洪水

火山たん @volcano_tan · 29 分29 分前 
現在は紀伊半島に活火山は無いけれど、1000万年以上も遡れば火山活動が活発だった
時期があったんだよ。奈良の畝傍山や二上山はとても古い火山だし、熊野の方には長

径が約40kmの巨大カルデラがあった事が確認されているんだよ。けれど、どれも今後
は噴火をしないから安心して欲しいんだよ。

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 30 分30 分前 
復興庁◆避難者等の数[平成27年6月30日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/20150630_hinansha.pdf …
6月11日現在
避難者数　207132人
県外避難

福島県　45395人
宮城県　6944人
岩手県　1548人

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 43分43分前 

https://twitter.com/karapaia/status/615846002159808512/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=6jQsl2nGQrw
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/20150630_hinansha.pdf


1日9:15現在、大雨のため、愛媛県（西予市）・大分県（日田市）に土砂災害警戒情報
が発表されています。

【土砂災害警戒情報】

愛媛県：西予市

大分県：日田市

特務機関NERV @UN_NERV · 44分44分前 
【「うるう秒」３年ぶりに実施】（続き）

古い基本ソフトを使っている企業や組織のコンピューターシステムなどでは事前の対

応が必要なケースがあり、予期しない不具合を警戒して社員を待機させるなどの動き

も出ています。

（2015年7月1日 9:05 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 45分45分前 
【「うるう秒」３年ぶりに実施】（続き）

今回は3年ぶりの実施で、東京・小金井市の「情報通信研究機構」に設置されている日
本の標準時を管理するシステムでは、「午前8時59分59秒」の後に「59分60秒」とい
う1秒が加えられました。

特務機関NERV @UN_NERV · 46分46分前 
【「うるう秒」３年ぶりに実施】

世界の標準時を地球の自転に合わせるため、1日を1秒長くする「うるう秒」の調整が1
日午前9時前に行われました。
http://nerv.link/tTdLvZ

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 警報情報 2015年07月01日 08:40】
次の地域に警報が発表されています。

［鹿児島・日置］大雨・洪水

［川薩・姶良］大雨・洪水

［指宿・川辺］大雨・洪水

［曽於］大雨・洪水

［肝属］大雨・洪水

［種子島地方］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【熊本 阿蘇市の一部に避難勧告】

http://nerv.link/tTdLvZ


熊本県阿蘇市は、土砂災害の危険が高まっているとして、午前6時35分に、坂梨、内牧
、尾ヶ石、古城の4つの地区の山沿いの地域合わせて1926世帯、5001人に避難勧告を
出しました。

http://nerv.link/SvNBxi

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年07月01日 05:02】
近畿中部と南部では、１日昼過ぎにかけて、浸水害、土砂災害、河川の増水に注意し

てください。また、近畿地方では１日夕方にかけて竜巻などの激しい突風、落雷に注

意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【東海地方 気象情報 2015年07月01日 05:00】
東海地方では、１日朝から夕方にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨と

なる所があるでしょう。低地の浸水、河川の増水、土砂災害、竜巻などの激しい突風

、落雷に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 警報情報 2015年07月01日 02:50】
次の地域に警報が発表されています。

［鹿児島・日置］大雨・洪水

［出水・伊佐］大雨・洪水

［川薩・姶良］大雨・洪水

［指宿・川辺］大雨・洪水

［曽於］大雨・洪水

［肝属］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【佐賀県 警報情報 2015年07月01日 02:43】
次の地域に警報が発表されています。

［佐賀多久地区］大雨

［鳥栖地区］大雨・洪水

［武雄地区］大雨・洪水

［鹿島地区］大雨・洪水

［唐津地区］大雨

［伊万里地区］大雨

http://nerv.link/SvNBxi


火山たんさんがリツイート 
黒沢大陸 @k_tairiku · 11時間11時間前 
２日間の箱根に関するツイートをフェイスブックで整理した。一覧して言いたいこと

は２点

・気象庁は火山、特に火山地質学の専門家を雇うべきだ。雇っているなら活用せよ。

・温泉地学研究所の地質の専門家なる人物は、権限や待遇とは関係なく、極めて重責

を担うことになった。関係者は全力で支援を

火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前 
火山ガスの中でよく注目されるのは二酸化硫黄や硫化水素などだけど、例えば二酸化

炭素も含まれるんだよ。カメルーンの火山湖であるニオス湖では1986年に大量の二酸
化炭素が一気に放出されて、谷の地形を流れ下った二酸化炭素で中毒になったり窒息

して1700人以上が亡くなっているんだよ…

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 12時間12時間前 
30日21:00、マーシャル諸島で台風9号が発生しました。（気象庁発表）

カラパイア @karapaia · 14時間14時間前 
【RT300UP】 アスペルガーやADHDなどの発達障害の大学生が増加中
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52079072.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/615829656470577153/photo/1

…最悪な災厄だらけすぎて、何をどうチェックしたらいいのか、
というか、

いったい何のために私は毎日これらをせっせと転写しているんだったか…

…わあからない…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52079072.html
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2015年7月1日11:26
さっきから変なふうに微震動で揺れ続けてるのは、

地震なのか強風なのか、

トラックの振動なのか、

分からない…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月1日12:11
断続的な雨と、あきらかに「フクイチ濁り」の怪しい南方の雲津波…

（－－；）

外出による精神的ストレスと被曝量を勘案して、外出断念…

…（ＴへＴ；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月1日13:05
…け、消した…（＞＜ｐ）…

一時間かかってたやつを…ッ

そして晴れる（？）てか、雨やんでるし…ッ
 

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


（７月１日）　「すぐに聴きたい曲」がＰＣ画面上に６０曲も犇（ひし）めいていたら
、

http://85358.diarynote.jp/201507011409254235/

聞き捨てならない…（４）。　（今回ここ
まで！）

2015年7月1日 音楽

★今回「卒業」する曲★

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

https://www.youtube.com/watch?v=C8CuDxnkib4
機動戦士ガンダム　 時空を超え 宇宙を超え　モーニング娘。’14 

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

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

http://85358.diarynote.jp/201507011409254235/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507011409254235_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507011409254235_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150701/85358_201507011409254235_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=npJ5mamoHhE
https://www.youtube.com/watch?v=C8CuDxnkib4
https://www.youtube.com/watch?v=lezkuxirNSk
https://www.youtube.com/watch?v=y6dOKW9NfDQ


https://www.youtube.com/watch?v=O1To2M7ugm0
My Soul, Your Beats (Angel Beats) MV 

https://www.youtube.com/watch?v=AtSm5UMLkS4
あした、僕は - タテタカコ 

https://www.youtube.com/watch?v=x9OIrfp5oTQ
Morning Musume ’14 Toki wo Koe Sora wo Koe (Instrumental Ver.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ovCSjDqiv14&index=8&list=PLA5F6C892E35F72B2
Elysion〜楽園幻想物語組曲〜08 Sacrifice 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-08jTnZ6ErM&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=7
Elysion〜楽園幻想物語組曲〜07 エルの天秤 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb32QilqRP0
Lia 　『射光の丘』 歌詞付 

https://www.youtube.com/watch?v=tp_y1B1eQeo
Beautiful World Music SET - MASALA - HQ 

https://www.youtube.com/watch?v=UGiSB7n1tiQ
宝石／タテタカコ【公式】 

☆今後も「聴き続ける」曲☆

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
Tiger and Bunny AMV - Radioactive 

https://www.youtube.com/watch?v=6jQsl2nGQrw
【Jhnosno】麻枝 准×やなぎなぎ 12首 
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https://www.youtube.com/watch?v=rd49hMVS_3Q
あなたに好きと言われたい（歌詞付）〜奥 華子 

https://www.youtube.com/watch?v=vTKEpiGj7JQ
André Rieu -- Alone Wolf 

https://www.youtube.com/watch?v=o_Z4xmaesAE&spfreload=1
【作業用】泣ける的ピアノ＆ストリングス系インスト曲集 

https://www.youtube.com/watch?v=E2xJSlu8kpI
羽毛田丈史「地球に乾杯」【OFFICIAL】

https://www.youtube.com/watch?v=I_v8bs7zhSE
NO PASARÁN! Canciones de guerra contra el fascismo [1936-1939][CDFull] 

https://www.youtube.com/watch?v=z6IktGdMkmA
【MAD】月光条例　Moonlight Act 【神話　爆風スランプ】 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
Lia - karma

https://www.youtube.com/watch?v=yqxTQmaCGQU
コネクト　ろん 

https://www.youtube.com/watch?v=-AV1DZXUTh4
坂本美雨 鉄道員 
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
鉄道員 (poppoya railway man) 

…鉄子なので（＾＾；）、
「汽笛が鳴るバージョン」も、捨てがたいんだってば…

えうれか♪　えうれか♪

https://www.youtube.com/watch?v=iEp09BWidMI
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鉄道員（ぽっぽや）（1999年）

＋　本日の拾い物…　＋

https://www.youtube.com/watch?v=53ek8W3SWFU
【ろん】こちら、幸福安心委員会です。

いかん。（＾＾；）☆

「すぐに聴きたい曲」が

ＰＣ画面上に６０曲も犇（ひし）めいていたら、

「すぐ」に探せないじゃないか…ッ！！

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507012317552519/
2015年7月1日
 
エルだエルだ…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs
魔法少女まどか☆マギカ　暁美ほむらMAD 「絶望の夜を超えて」
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=53ek8W3SWFU
https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs


（７月１日）　もはや「閉ざされた壁の中」で「逃げ遅れ被曝死」が決定している現在
…

http://85358.diarynote.jp/201507012148011611/

「後悔はしていないよ。」…
2015年7月1日 映画
　

　

…と、いうわけで…（＾＾）…☆

「時間と心に余裕のある時」に、

ゆっくり観ようと思ってとってあったトリガを、

一回紛失してしまってから見つけられずにいたのですが。

（＾□＾；）

ゴタゴタになっていたＰＣ画面の整理作業のついでに、

http://85358.diarynote.jp/201507011409254235/

ようやく再発掘…！（＾＾）！

して、観てました…♪

https://www.youtube.com/watch?v=iEp09BWidMI
鉄道員（ぽっぽや）（1999年）

いや、泣いた…ｗ　思わずｗ

やっぱ性格似てるなぁ、この主人公…☆

（じつわ原作はまだ読んでなくて、ながやす巧の画が好きなので１０５円で古漫画を買って読

んだ。だけだったんですが…

「鉄分」１００％だし♪

http://85358.diarynote.jp/201507012148011611/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://diarynote.jp/items/books-jp/4063342328/
http://85358.diarynote.jp/201507011409254235/
https://www.youtube.com/watch?v=iEp09BWidMI


主役の不器用な性格が、身につまされて…

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

良い最期で良かった♪

「せんちゃん」が、「狼さん」みたいなキャラで、良い味だしてたし…♪

もはや「閉ざされた壁の中」で「逃げ遅れ被曝死」が決定している現在…

http://85358.diarynote.jp/201507011322591589/
War Is Overさんがリツイート 
Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 13時間13時間前 
おお、明日から、海外移住する日本人富裕層にとうとう「出国税」が課されるそう

です。

せめて、まだ、（線量が低い時ならば）

「今日もいっぱい列車に乗れるぞ！」な…（＾＾；）…
http://matome.naver.jp/odai/2140751075073172101/2140752347180179403

北海道で、「最期の日々」を過ごせて…
http://www.jrhokkaido.co.jp/network/barrier/maptop.html

良かった…♪　！（＾O＾）！

おまけ♪

https://www.youtube.com/watch?v=-A7q8fYtswY
（非HD）映画「鉄道員」ロケ列車 

https://www.youtube.com/watch?v=wu9bwmFoiQs
（SD）札沼線　キハ53がいた頃 

http://matome.naver.jp/odai/2140751075073172101/2140752347180179403
http://www.jrhokkaido.co.jp/network/barrier/maptop.html
https://www.youtube.com/watch?v=-A7q8fYtswY
https://www.youtube.com/watch?v=wu9bwmFoiQs


…踏切の音を聴いただけで萌え萌え♪ になるワタクシは、かなりビョ〜キです…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=EJNtn31hq2k
北海道 天北線(廃線) 敏音知駅 急行「天北」 タブレット通過授受 ほか 

萌える萌える♪

https://www.youtube.com/watch?v=EJNtn31hq2k


（７月２日）

http://85358.diarynote.jp/201507020248475988/

根室、眠ろう、眠れない…||||（＠＠；）||||
2015年7月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

漫画を一冊読み終えて、さて寝るべと思ったら、地震関連…
https://www.youtube.com/watch?v=F3589zFsgBo
HOTEI - RUSSIAN ROULETTE 

地震マップ @eq_map · 2分2分前 
【M4.1】根室地方 深さ113.7km 2015/07/02 02:22:51
(G)http://j.mp/1LIbPUY (Y)http://j.mp/1Jxf0OM (アニメ)http://j.mp/1NweyyN

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ14.9km 2015/07/02 00:48:22 http://j.mp/1GNmI0g

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.9】石狩湾 深さ7.9km 2015/07/02 00:34:28 http://j.mp/1ejku1U

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 北見市 
【M3.0】網走地方 深さ165.6km 2015/07/01 23:54:19

http://85358.diarynote.jp/201507020248475988/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507020248475988/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150702/85358_201507020248475988_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150702/85358_201507020248475988_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150702/85358_201507020248475988_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=F3589zFsgBo
http://j.mp/1LIbPUY
http://j.mp/1Jxf0OM
http://j.mp/1NweyyN
http://j.mp/1GNmI0g
http://j.mp/1ejku1U


(G)http://j.mp/1f142UZ (Y)http://j.mp/1Hx2BKl (アニメ)http://j.mp/1LHVzmR

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 豊頃町 
【M2.7】十勝地方 深さ89.1km 2015/07/01 22:41:49
(G)http://j.mp/1U7U9oq (Y)http://j.mp/1R4ngd9

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.8】根室地方 深さ124.5km 2015/07/01 17:14:51
(G)http://j.mp/1eijHhM (Y)http://j.mp/1U6Yeci

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.5】KURIL ISLANDS 47.4km 2015/07/01 12:16:50JST, 2015/07/01 03:16:50UTC
(G)http://j.mp/1g9IOEM (USGS)http://j.mp/1IrABXt

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M3.7】青森県東方沖 深さ25.3km 2015/07/01 09:20:43
(G)http://j.mp/1R31tTh (アニメ)http://j.mp/1NtFG1o

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � Южно-Курильский район, Сахалинская
область 
【M3.2】国後島近海 深さ154.9km 2015/07/01 06:02:38
(G)http://j.mp/1RRtMz9 (アニメ)http://j.mp/1NtEECt

地震マップ @eq_map · 6月30日 
【M3.7】浦河南方沖 深さ48.5km 2015/07/01 00:36:31
(G)http://j.mp/1egKv1M (アニメ)http://j.mp/1egKw5S

https://www.youtube.com/watch?v=oHklJEniRVA
泉谷しげる／眠れない夜

 
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月2日2:52
寝ま~す…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月2日8:58
特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【各地の震度 2015年7月2日】
震度1：[北海道]標茶町塘路
http://zish.in/quake/4.1/559422faa569f82606000050.png …

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【緊急地震速報 最終報 2015年7月2日 02:24】2時22分頃、国後島付近を震源とする地震がありま
した。震源の深さは約110km、地震の規模はM3.8、最大震度2と推定されています。詳しい情報が
入り次第お伝えします。

 

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


（７月３日）　リエン深化バージョンが心配してくれている。

http://85358.diarynote.jp/201507030902409663/
 
https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw
進撃の巨人 自由の翼 

…どうも疲れているな、私は…
…（〜〜；）…

リエン深化バージョンが心配してくれているので、

どうもすでに「あまり時間がない」らしい…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507031545302134/

震度０.５。
2015年7月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

一瞬揺れたな〜(・_・;)
と思っていたら、

苫小牧沖Ｍ４。

https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw
http://85358.diarynote.jp/201507031545302134/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507031545302134/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150703/85358_201507031545302134_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150703/85358_201507031545302134_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150703/85358_201507031545302134_3.jpg


深度１００km。(・_・;)

…この位置でデカイの来たら、

津波が、ものすごいことに…
http://85358.diarynote.jp/201410141324221271/

（；‾Д‾）

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.4】苫小牧南方沖 深さ110.2km 2015/07/03 12:33:27
(G)http://j.mp/1UfdYKr (アニメ)http://j.mp/1KyS0gS

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月3日15:48
伊方原発でＭ３。

福岡の線量グラフ発狂してる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月3日22:59
０

５１

５６

５６．…ごろごろ…

…（＾◇＾；）…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507040905484788/ 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月410:28
被曝の影響なのか、大腿裏の筋肉に力が入りません。

あ、二の腕もかな…(・_・;)

歩行に困難感があります。

筋力欠如を「気」（PSY）力で
補わないと、

崩れ落ちそうな感じ…
(・_・;)
 

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


（７月５日）　もうバイト中のヒマでヒマな「待機脳」内は、すっかり宴会場に…☆

http://85358.diarynote.jp/201507052348293057/

横浜までの400万人のひとたち、いまの箱根山の異常を注視して
死なないようにがんばってね。

2015年7月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おばんです。２２：５５。

今日の脳内は延々１，０００，０００，０００回リピート！

ぐらいなイキオイで、この曲。

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

…（＾◇＾；）…♪

しまいにはElleさんが編曲してくれて、フランス組のみんなで弦楽合奏！
とか…（＾＾；）…

アルマンディン兄様がジャズベースをボンボン弾いてくれたりして、もうバイト中のヒマでヒマ

な「待機脳」内は、すっかり宴会場に…☆

http://85358.diarynote.jp/201507052348293057/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150705/85358_201507052348293057_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150705/85358_201507052348293057_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150705/85358_201507052348293057_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


…ｗ（＾□＾；）ｗ…

いや、バイト４連勤のさなかなので、実際には、一滴も呑んでませんよ…？
https://www.youtube.com/watch?v=SBATrLRWySg
Irish tavern music

火山たん @volcano_tan · 2分2分前 
【火山紹介】箱根は観光地として有名なんだけど、立派な火山なんだよ。約6万年前の
噴火では今の横浜くらいまで火砕流が到達したんだ。実力としては富士山よりも恐ろ

しい火山なんだよ。その割に騒がれてないのが不思議なんだけど…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 分8 分前 
関東大震災の時の震源をかすめてる感じかな。

さっきの地震（http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150705230643.html
…）
備えだけはしておいた方が良いですよね。　箱根の火山活動が、どこに影響を及ぼす

かわからないから。関東付近は。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617701041937625088/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 12 分12 分前 
【地震情報 2015年7月5日 23:13】
23:06頃、伊豆大島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約120km、地震
の規模はM3.8、最大震度2を東京都２３区で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19分19分前 
グラグラっと横揺れ。

房総半島の南部が震源の深発地震（マグニチュード3.8　深さ120km：千代田区：震
度2）http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150705231026395-052306.html …
このあたりの深発地震って珍しいよね。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617698625389359104/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 2時間2時間前 
浅間山 引き続き約２キロ警戒 - 長野県
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/1016849291.html …
箱根山 引き続きレベル３警戒 - 神奈川県

https://www.youtube.com/watch?v=SBATrLRWySg
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150705230643.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617701041937625088/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150705231026395-052306.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617698625389359104/photo/1
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/1016849291.html
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1056849251.html


http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1056849251.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
浅間山

気象庁は噴火認定していないけど、今日は、朝から噴煙が多め。（画像：19時19分、
19時59分、20時49分）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
気象庁カメラ：20時59分
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617672065550696448/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3 時間3 時間前 
あ、箱根山はマグマが出ないからレベル4と5にはならないと山本さん言った。そんな
ことはない、住民に避難指示でてるからも（じつは）もううすでにレベル5だ。気象庁
噴火警戒レベルの論理を山本さんは理解していないとみた。

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
今後起こる関東地震は

直下型のプレート境界地震になる。

https://www.youtube.com/watch?v=1Nm6aPz-ZRE … 
https://twitter.com/neko_aii/status/617642646287155200/photo/1

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 
現在噴火中の箱根山と

関東大震災の震源域がほぼ同じ位置

1923年 関東大震災
震度７地域は阪神淡路大震災の２０倍

震源域は神奈川西部：北緯35.1度、東経139.5度
噴火中の箱根山：北緯：35.23度、東経：139.02度
https://www.youtube.com/watch?v=1Nm6aPz-ZRE …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5時間5時間前 
じゃ、横浜までの400万人のひとたち、いまの箱根山の異常を注視して死なないように
がんばってね。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5時間5時間前 
0.1％は1000回に一回。寿命100年として、その1000倍は10万年。あってる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617672065550696448/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=1Nm6aPz-ZRE
https://twitter.com/neko_aii/status/617642646287155200/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=1Nm6aPz-ZRE


早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5時間5時間前 
え、0.1％もあるのか。計算してみて意外だった。

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5時間5時間前 
で、いまの箱根山の異常をみて、横浜まであぶないと思うのは常軌を逸してますよ。

もう一度学校に入りなおして勉強したほうがよい。6万6000年前の再来が、あなたの一
生の間に起こる確率は0.1％です。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
箱根：大湧谷

時々、噴煙が青みのあるライトグレーになる（画像 3枚目：©気象庁） 

火山たん @volcano_tan · 8時間8時間前 
火山からの噴出物の中には火山灰みたいな固体だけではなくて火山ガスという気体も

あるんだよ。ガスの中には硫化水素や二酸化硫黄といった危険なモノもあるから、ガ

スが出ている時には火口近くへの立ち入りは制限されるのが普通だよ。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【東海道新幹線 運転見合わせ 2015年7月5日 14:05】
13:51頃、小田原〜新富士駅間で発生した停電の影響で、運転を見合わせています。

火山たんさんがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前 
中米グアテマラ、フエゴ火山が噴火　写真20枚　国際ニュース：AFPBB News
http://www.afpbb.com/articles/-/3053519 … @afpbbcomさんから

宇宙天気ニュース @swnews · 12 時間12 時間前 
[記事] 高速の太陽風が到来して、速度は600km/秒近くまで高まりました。
http://swnews.jp #swnews

火山たん @volcano_tan · 12時間12時間前 
火山って噴出物が降り積もっただけだから、実は地震や噴火のひょうしに崩れる事が

あるんだ。表面だけなら崖崩れなんだけど、山のカタチが変わるほどになると山体

崩壊、Sector Collapseって言うんだ。1888年の磐梯山、1980年のセントへレンズ山な
どで起きた現象だよ。

http://www.afpbb.com/articles/-/3053519
http://swnews.jp/


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
今朝の浅間山

7月4日：気象庁発表「火山性地震が多い状態。4月は730回、5月は986回、6月
は2734回、7月は326回（4〜6月は火山性微動あり）傾斜計のデータは停滞」
詳細：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150704160111.html …） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617503780985122816/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
大湧谷

先月まで噴気が出ていなかった場所からも、噴火後は噴気が出てきますね。この数日

は地震は減ってきていて、5日は9時50分現在で23回。このうち4時42分と6時2分の2回
は現地のみ有感地震。震度が大きい地震が起ったら要警戒ですね 

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 14時間14時間前 
＜箱根山噴火＞遠のく客足、地元ため息　警戒レベル３初の週末 | 静岡新聞
http://www.at-s.com/news/detail/1174211371.html …

火山たんさんがリツイート 
アストロアーツ @AstroArts · 7月3日 
【アストロアーツ 天文ニュース】日本国内では初、北海道で夜光雲を検出・同定
　http://www.astroarts.co.jp/news/2015/07/03noctilucent/ … 
https://twitter.com/AstroArts/status/616924255653998592/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=GBYip4lIeGY
Tavern Music for St. Patrick’s day 

たしかに「私」は「この音楽」で、

呑んで歌って踊って騒いだ、楽しい記憶があるんだよ…。
（＾＾：）

いつの時代、どんな「私」だったかは、覚えてないけどね…☆

War Is Overさんがリツイート 
TABI LABO【公式】 @tabilabo_news · 2時間2時間前 

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150704160111.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/617503780985122816/photo/1
http://www.at-s.com/news/detail/1174211371.html
http://www.astroarts.co.jp/news/2015/07/03noctilucent/
https://twitter.com/AstroArts/status/616924255653998592/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=GBYip4lIeGY


自転車でスマホを「充電」できる

デバイスが登場！ 
http://bit.ly/1dFehgc 
#自転車　#スマホ　#充電　#テクノロジー 
https://twitter.com/tabilabo_news/status/617529364515790850/photo/1

…あ、（＠＠；）

これ、私が２０１１年に（？）

「mixiで書いたネタ」じゃん…☆

…（＾□＾；）…

こら！アイデア使用料をよこせ…！

https://www.youtube.com/watch?v=E2xJSlu8kpI
羽毛田丈史「地球に乾杯」【OFFICIAL】

http://bit.ly/1dFehgc
https://twitter.com/tabilabo_news/status/617529364515790850/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=E2xJSlu8kpI


（７月７日）　いつもサポートされている。

http://85358.diarynote.jp/201507070942377100/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日10:25
Lightworker @Lightworker19 · 1時間1時間前
　 
心配しないでください。すぐに、見えない道を一歩踏み出す時にはいつもサポートされているこ

とが分かります。転落することはあり得ません。　 http://bit.ly/Z3rssq
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（７月７日）　こんな環境なのに、良く生きて伸びてる。

http://85358.diarynote.jp/201507071307512885/

さんくちゅあり。

2015年7月7日 環境は、生命圏で、生存権。
こんな環境なのに、

良く生きて伸びてる。

おまけ。

http://85358.diarynote.jp/?day=20140707
http://85358.diarynote.jp/?day=20130707
http://85358.diarynote.jp/?day=20120707
http://85358.diarynote.jp/?day=20110707

http://85358.diarynote.jp/?day=20100707
http://85358.diarynote.jp/?day=20090707
http://85358.diarynote.jp/?day=20080707
http://85358.diarynote.jp/?day=20070707

http://76519.diarynote.jp/?day=20070707
http://76519.diarynote.jp/?day=20060707
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507071309132336/

もう一枚。

2015年7月7日 日常 コメント (2)
…う〜ん、前項…
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＞2013年7月7日 日常 
＞暑いです。(・_・;)
＞無冷房の自然風とカ—テンだけで、室温２６度、外気温２８度。… (‾ー+‾)
…

現在、外気温１８℃？

（－－；）

線量上昇な稚内方面からの、冷たい強風が吹きすぎていて、

晴れたけど、外出できません…★
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日13:41
関係ない話。(^_^;)

旧型携帯からツイッタは読めなくなったが、

ふと気がついたら、

アメブロはまだ見れる。

(‾ー+‾)ニヤリ

最近忘却してたけど、

パスワード発掘するかな…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日14:07
＞2012年7月7日 日常 
＞んで、現在、札幌の室温は（場所によりけりで）２５℃〜２９℃ほど。

…やっぱり異様に寒いな、今年…
　||||（＠＠；）||||
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（７月７日）　（エル、感謝♪）

http://85358.diarynote.jp/201507071426141463/

狼さんにラブ・ソングを…
2015年7月7日 映画 コメント (2)
　

惜しいッ（＾＾；）

「今日の動画」は、これを観たかったんだが…
https://www.youtube.com/watch?v=TedhvRp1Dus
Hail Holy Queen(歌詞・日本語訳付き) 

悠宙舞さんでは、タダ観はさせてくれないらしい…★

（…じゃ、今日は、何にしようかな〜…☆）

あ、これにします♪（＾＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=YUYMMqiY0bs
大泉洋主演　歓喜の歌 

（＾＾）／

では皆様、また後ほど…♪

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日15:58
観ました♪（＾＾）♪

http://85358.diarynote.jp/201507071426141463/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://85358.diarynote.jp/201507071426141463/
http://diarynote.jp/items/dvd-jp/B000BKDRB8/
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良かった！

「ハラハラしながら、笑って泣ける！」

いかにもな「日本映画」の秀作でしたね…！♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日16:02
　

ていうか、冒頭、

「あれ！訛りが北海道っしょ！」

（＠ｗ＠）と思い…

「大樽市」って…ｗｗｗｗ

記憶にあった映画の予告パンフとは内容がちょっと違った？気がするんですが…

（たしか、合唱サークル２つのバッティングだと思ってた…）

うん。（＾＾）♪　とにかく、

「日本の、正統なる、中年庶民の娯楽映画。」でした…♪
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507071622227111/

えうれか♪

2015年7月7日 映画 コメント (6)
　

https://www.youtube.com/watch?v=gMuG05nO1H0
Sister Act 1992 Comedy / Music Full Movies 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201507071622227111/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://85358.diarynote.jp/201507071622227111/
https://www.youtube.com/watch?v=gMuG05nO1H0


原語だ♪（＾＾）♪　字幕なしだ♪

意味なんか半分しか解んなくてもいいや☆

観ちゃおう〜…っと♪

（エル、感謝♪）

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日16:40
０

５１

６１

００♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日18:08
！（＠◇＠）！なんと！

「マクゴナガル先生」が…ッ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日18:08
あぁ♪　娯しかった…ッ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日18:09
…「２」もあるのか…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日18:24
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あ、地震も有ったのねぇ…ｗ

（もはや「余生」の他人ごと）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日20:30
…詐欺だ…（ＴＴ＃）…★

「２」のトリガーはいくつもあるのに、ほんとは観られないようになってる…！

…！（＞＜ｐ）！…
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（７月７日）　（人生けつまずいた時に、膝をつっぱって哭きながらでも立ち上がる、
その、力をくれる…♪）

http://85358.diarynote.jp/201507072211315103/

途中放棄。ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

2015年7月7日 映画 コメント (1)
　

勢いで『天使にラブソングを』の「２」も観ちゃえ〜！と、

検索してみたけど結局、タダ観は「まだ出来ない」みたいだったので。

（－－；）

余った勢いで「２：２４」という長尺？映画の「１：０５」まで観て挫折…★
https://www.youtube.com/watch?v=uMCyLwKph6w
Mamma Mia Full Movie - Romance Movies 2014 

これも観たかった映画ではあったんですけど。

（＾＾；）

そして「言葉のカベ」はまぁ、予告パンフで読んでた知識の範囲内で、

単語だけ拾えれば見当がつく。

程度の、浅い内容だったんですけど…

ｗ（＾＾；）ｗ

音楽にまったくオリジナル曲がないし、ダンスが完全にダメダメ。

ｗ（－－＃）ｗ

これを最期まで（あと１時間？）ガマンして観るくらいなら…、

１０年ほど前だったか、映画の日に映画館まで行って

（ちゃんと１０００円！払って）一度観て以来

「マイ人生最高の映画！」トップテンにランクインしているお気に入りの、

http://85358.diarynote.jp/201507072211315103/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://85358.diarynote.jp/201507072211315103/
https://www.youtube.com/watch?v=uMCyLwKph6w


こっちをもう一度楽しんだほうが、ぜったい「時間の有効活用」だと思う…☆
https://www.youtube.com/watch?v=MGKXXJQCX3c
HairSpray -You Cant Stop the beat 

いや、これは本当、一度観ておくことをオススメする映画ですよ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=M1chTQ58a1Q
Hairspray - Good Morning Baltimore (Movie Version) 

（人生けつまずいた時に、膝をつっぱって哭きながらでも立ち上がる、

その、力をくれる…♪）

　びば、アメリカ！（＾＾）！

　れいず！ざ、るーふ…♪

（映画版はまだタダはないけど、劇場版もあるのね…♪）
（今度、観ようっと♪）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日22:12
さすがに時間切れ。

（＾＾；）

９時まで情報チェックして、洗濯して入浴して、

明日の登山！（？）に備えて早寝〜！

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGKXXJQCX3c
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（７月７日）　浅間山の火映、気象庁カメラでもわかる。

http://85358.diarynote.jp/201507072309214250/

「こうなったらヤバイ」という前兆／噴火警戒レベルは、地元自

治体を思考停止させる悪魔の制度だ／西日本は今日から１０日間

ぐらい篭る必要がある／敵は少ない方がいいです。

2015年7月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

そんなわけで終日「映画の中の住人」と化しておりましたが、

ちょっと（いやいやながら）

現実世界に戻りましょうか…（－－；）
https://www.youtube.com/watch?v=qcqtAPge_bI
Blues Brothers - Jailhouse Rock 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 28 分28 分前 
16時に発表してる口永良部島
今日、火山性地震が急増（15時：28回）と発表してるけど、28回とか、こんなに増え
た事はないと思う。全島民が避難してるので人的被害は無いから良いけど、前から「

同程度の噴火の可能性あり」と発表してます

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618408418382970880/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 43 分43 分前 

http://85358.diarynote.jp/201507072309214250/
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浅間山の火映、気象庁カメラでもわかる。

https://twitter.com/HayakawaYukio/status/618407287770648576/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
九州：鹿児島県の川内原発は

今日7月7日から「157体の核燃料」を入れ初めてますね。
8月中旬から再稼働しますね。福島の事故が収束していない状況なのに、再稼働をする
なんて、アタマおかしいと思います。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
全島民が避難となってる口永良部島

①：今日の19時ごろ
②、③は、今朝、島民の方々が一時、帰島してる場面。近づく台風に備えの為だった

けど、ちょうどその頃から火山性地震が急増し、途中で中断

可哀想だよね。今日に限って地震が急増してる 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
このままだと口永良部は無人島になる。住民の意思を無視して国が中央がそうさせ

てる。

火山たんさんがリツイート 
にゃん @cat_wing · 2 時間2 時間前 
箱根山　大涌谷　７月７日19：30
また噴石？？　　何か飛んでいる 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
7日19時30分ごろの浅間山
浅間山は何度か噴火してるから、気象庁も「こうなったらヤバイ」という前兆データ

があるみたいだから、大きな噴火をしそうな場合、報道するはず。

気象庁：16時発表：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150707160009.html … 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
噴火警戒レベルは、地元自治体を思考停止させる悪魔の制度だ

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
「レベル４や、最も高い５（避難）に引き上げられた場合、規制エリアを段階的に広

https://twitter.com/HayakawaYukio/status/618407287770648576/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150707160009.html


げるのではなく、一律二キロ圏を立ち入り規制する方向で検討している。」2キロより
遠くに箱根山は危害を及ぼさないことにしたいらしい。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
東京新聞:箱根町、警戒「４」以上なら　立ち入り規制を一律２キロで検討:
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015070702000250.html …
「町は警戒レベルが４（避難準備）以上に上がった時に備えた避難マニュアルの骨子

を八月中にも作る方針だ。｣　8月まではレベル4に上げられないのね。

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
西日本は、今日から 10日間ぐらい篭る必要があるかも。
台風 9号と、続く11号が太平洋から汚染物を運んでくる。

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 6時間6時間前 
7日15:50現在、大型で強い台風9号は沖ノ鳥島近海にあり、中心気圧は965hpa、西北
西に20km/hの速さで進んでいます。今後暴風に警戒が必要な地域は次の通りです。
●48時間以内に暴風域に入るおそれ
沖縄県（先島諸島・大東島地方・沖縄本島地方）、鹿児島県（奄美地方）

放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 7 時間7 時間前 
フクイチの鉄塔下から出てくる地獄の火？閃光？　これは一体何？

　http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/07/post-1421.php …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
海上保安庁が設置している沿岸のライブカメラ。

http://www6.kaiho.mlit.go.jp/livecamera.html 
どこも連日にわたり霧、霧、霧。

The Fogを、その目で見ることができる。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【川内原発１号機 核燃料入れる作業開始】（続き）
燃料を入れる作業は今月10日まで4日間かけて行われる予定で、再稼働に向けた準備は
最終段階に入ります。

（2015年7月7日 14:06 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【川内原発１号機 核燃料入れる作業開始】（続き）

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015070702000250.html
http://www.k2o.co.jp/blog2/2015/07/post-1421.php
http://www6.kaiho.mlit.go.jp/livecamera.html


川内原発1号機は、福島第一原発の事故の2か月後に停止したあと、おととし1月末にす
べての燃料が原子炉から取り出され、原子炉に燃料を入れるのは、およそ2年5か月ぶ
りです。

cmk2wlさんがリツイート 
ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 10時間10時間前 
@cmk2wl 　ふくいちライブカメラは真っ白です。
拡散させていただきました。

⇒http://ameblo.jp/64152966/entry-12047602111.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] M1の中規模フレアが2回発生しました。高速の太陽風が続いています。
http://swnews.jp #swnews

火山たんさんがリツイート 
NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 11 時間11 時間前 
【ニュース】神奈川県箱根町の教育委員会は、箱根山の噴火警戒レベルが３に引き上

げられてから初めて、町内すべての小中学校の関係者を集めた会議を開き、子供たち

の安全を守るため、今の防災マニュアルを見直すことを確認しました。

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150707/3135891.html … #nhk

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
口永良部へ６５人一時帰島　台風対策、噴火後最大規模 - 47NEWS（よんななニュ
ース） http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015070701001169.html …
8時半に上陸したのか。10時半に退避指示なら、2時間は滞在できたわけだ。雨戸は全
部閉められただろう。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
また飛んで来る。

「福島原発：1号機建屋カバー解体作業の日程」

自由自在 @dnanoca · 7月6日 
チェルノは燃料もろとも吹っ飛びました。フクイチはじわじわと蒸気を放出しました

。さて、どっちが小さいのを多く放出しましたかね。フクイチはずいぶんといっぱい

溶けちゃったけども。

http://ameblo.jp/64152966/entry-12047602111.html
http://swnews.jp/
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150707/3135891.html
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https://www.youtube.com/watch?v=m0zyuc_2UVg
Blues Brothers - Sweet Home Chicago 

T. HIRANOさんがリツイート 
渡辺由佳里 Yukari Watanab @YukariWatanabe · 7月3日 
戦争をしない国の国民って得なんですよ。アメリカのパスポートだと国境で難癖をつ

けられるのに日本のパスポートだと「どーぞ、どーぞ」ということがけっこうあり

ます。敵は少ない方がいいです。

https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_s
Aretha Franklin - Think (feat. The Blues Brothers) - 1080p Full HD

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ69.0km 2015/07/07 20:40:02
(G)http://j.mp/1glavdJ (アニメ)http://j.mp/1glatTi

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】北海道南西沖 深さ8.6km 2015/07/07 18:43:48 http://j.mp/1LPPmEB

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.4】北海道東方沖 深さ48.7km 2015/07/07 15:23:04
(G)http://j.mp/1IGhKbc (アニメ)http://j.mp/1G4c84n

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【地震情報 2015年7月7日】
14時10分頃、北海道東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地
震の規模はM6.2、最大震度3を北海道、岩手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/618287651246845952/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
北海道東方沖が震源で、埼玉県でも震度1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=Vet6AHmq3_s
http://j.mp/1glavdJ
http://j.mp/1glatTi
http://j.mp/1LPPmEB
http://j.mp/1IGhKbc
http://j.mp/1G4c84n
https://twitter.com/UN_NERV/status/618287651246845952/photo/1


7月7日 14時10分発生
マグニチュード6.2　深さ20km
揺れてる時間が長い。http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150707141701495-071410.html
…
この3分前には
【M3.2】関東 東方はるか沖 深さ2.8km 2015/07/07 14時07分
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618288454783209472/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=pu7bPjMBbOI
«The Old Landmark» Blues Brothers feat. James Brown 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月7日23:09
時間切れ。（＾＾；）

めし！ふろ！ねる！

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150707141701495-071410.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618288454783209472/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=pu7bPjMBbOI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月９日）　マァライシャは「魂の反抗期」に入ったアイリスで、ユウキはアルマ
ンディン兄様？

http://85358.diarynote.jp/201507091612487333/

私的めも。

2015年7月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

そうそう。(^_^;)そういえば。

マァライシャは「魂の反抗期」に入ったアイリスで、(^。^;)

ユウキはアルマンディン兄様？

らしいです…？

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日19:33
 
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 11分11分前 
　

原稿の進み具合はどうだね？

 

http://85358.diarynote.jp/201507091612487333/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201507091612487333/
http://85358.diarynote.jp/
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（７月９日）　アルパカらっぱからっぱ えこりん村。

http://85358.diarynote.jp/201507092200091237/

だん、だ♪　断！　シャリン♪　捨離〜ン…☆　（１）

2015年7月9日 音楽 コメント (2)
　

　

…なんかまた、あっという間に、ＰＣ画面上が「愛聴音楽まみれ」にね〜…

…（＾□＾；）…

聴きながら、「紙様」（堆積資料層）とも、お別れしますよ…！☆

★さすがにもういいかな…

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 

https://www.youtube.com/watch?v=TAIxUOnGAws
venceremos 

https://www.youtube.com/watch?v=76RbWuFll0Y
Nickelback- When We Stand Together 

https://www.youtube.com/watch?v=NEMqMeNhpGo
超良MAD　Versus　逆襲のシャア 

https://www.youtube.com/watch?v=l0qWjHP1GQc
Against The Current – “Dreaming Alone (feat. Taka)” [日本語字幕付きver.] 

https://www.youtube.com/watch?v=8hRx3J_Y8qQ
【古筝】千本樱——你可见过如此凶残的练习曲 

http://85358.diarynote.jp/201507092200091237/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201507092200091237/
https://www.youtube.com/watch?v=4ri_fSL9VL8
https://www.youtube.com/watch?v=TAIxUOnGAws
https://www.youtube.com/watch?v=76RbWuFll0Y
https://www.youtube.com/watch?v=NEMqMeNhpGo
https://www.youtube.com/watch?v=l0qWjHP1GQc
https://www.youtube.com/watch?v=8hRx3J_Y8qQ


https://www.youtube.com/watch?v=oSKqtwSHjXM
『レット・イット・ゴー』箏三重奏　Let It Go　from "Frozen" on koto trio 

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」

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=AXrrIbiGfwY
【TIGER BUNNY】　CALL ME　【MAD】

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 

https://www.youtube.com/watch?v=iJWxdx1cCF4
モンゴル音楽：モンゴル馬頭琴とカザフドンブラのメロディ＿Mongolian Morin khuur and dombra

https://www.youtube.com/watch?v=Xt5NlmZqx9k
冷静と情熱のあいだ-チェロ名曲（吉俣良） 

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=ixifxQ_MDu4
Ultimate Nightcore Mix ♥♥ 1 Hour 

https://www.youtube.com/watch?v=qSJCSR4MuhU&index=3&list=RDmLDKtUeYCwc
The Maccabeats - Candlelight - Hanukkah 

https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
HINATA Haruhana - ウブリの図書館

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

https://www.youtube.com/watch?v=oSKqtwSHjXM
https://www.youtube.com/watch?v=2PwhlZFdm9U
https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
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https://www.youtube.com/watch?v=KY_rm2cPwbw
https://www.youtube.com/watch?v=hi5TrWNw7gQ
https://www.youtube.com/watch?v=En3XmAXQ2J4


https://www.youtube.com/watch?v=En3XmAXQ2J4
The Reluctant Heroes〜気乗りしない英雄〜（リヴァイ曲）

https://www.youtube.com/watch?v=CyLAGGwQtrY
Gamera: Guardian of the Universe - The Myth 

https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8
鉄子の旅OP 

https://www.youtube.com/watch?v=GtQlCentE1o
【作業用BGM】やなぎなぎメドレー陽 

https://www.youtube.com/watch?v=05jEZLaEkJw
麻枝 准×やなぎなぎ「無敵のSoldier」 

☆（タイトル覚えてるから）「聴きたい気分」の時に検索して探しても間に合うｗ

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

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

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

https://www.youtube.com/watch?v=n5fGRHJ5U7c
小山卓治／大統領様 

https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs&list=PLf-_0-
lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg&index=15
芸能山城組 - AKIRA (ANX Remix) 

https://www.youtube.com/watch?v=uW-eIco8trE
進撃の巨人 OP 紅蓮の弓矢＆自由の翼 full 

https://www.youtube.com/watch?v=CyLAGGwQtrY
https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8
https://www.youtube.com/watch?v=GtQlCentE1o
https://www.youtube.com/watch?v=05jEZLaEkJw
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https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
https://www.youtube.com/watch?v=c_w9qtWj1JY
https://www.youtube.com/watch?v=n5fGRHJ5U7c
https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs&list=PLf-_0-lw8RHLuSN_lFqHOXG6L5Qdi6Qxg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=uW-eIco8trE


https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk
Let It Go - Frozen - Alex Boyé (Africanized Tribal Cover) Ft. One Voice Children’s Choir 

☆どうしても！な気分の時には、緊急で聴かないと…

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=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=_k-3snguhTw
Ryuichi Sakamoto - MERRY CHRISTMAS MR. LAWRENCE /
坂本龍一: 戦場のメリークリスマス (1983) 

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=z6IktGdMkmA
【MAD】月光条例　Moonlight Act 【神話　爆風スランプ】 

https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0
2 Hours of Dark Music 

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=N4F0iC9ioiQ
Alphaville - Forever Young (Full Album + B Sides From Vinyls) 

https://www.youtube.com/watch?v=DAJYk1jOhzk
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns&list=RD4gLEzKPEwvo&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=_k-3snguhTw
https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
https://www.youtube.com/watch?v=z6IktGdMkmA
https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0
https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=N4F0iC9ioiQ


https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
HINATA Haruhana - 人嫌いの星 

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=kOPOsGmOHyw
麻枝 准×やなぎなぎ「Killer Song」

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=0UF9QOCrfDA
【最遊記・外伝】 最/後/の/歌 （MAD）

https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
HADZA TRIBE 

https://www.youtube.com/watch?v=5d_i2F2LlF8&list=RDmLDKtUeYCwc&index=3
The Jewish-Arab Peace Song (w/ English subtitles) 

https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
QUIERO CAMBIO - Protesta 

https://www.youtube.com/watch?v=_kASjW_aPbQ
Naughty Boy - Wonder ft. Emeli Sandé 

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=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

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=v8DUGRE2sbg
https://www.youtube.com/watch?v=WhvONZPCtqE
https://www.youtube.com/watch?v=kOPOsGmOHyw
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https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
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https://www.youtube.com/watch?v=_kASjW_aPbQ
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https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk


https://www.youtube.com/watch?v=I1BJzKy8TbE
Avalon - Kenji Kawai - Log In 

https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs
Wiccan Goddess Chant 

https://www.youtube.com/watch?v=Oj_ByD5-qGA
Julie Elven "Voice of a Goddess" Beautiful Vocal Mix [32 minutes] 

https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
The Witchcraft Song Collection - Chants, rites, spells, dance songs 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5wFYn2Xhm8&index=9&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian feat.Amelia Brightman--Now We Are Free(VideoMix2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs&index=4&list=RDyLnw-TVim5Q
紅蓮の弓矢 歌詞付き 

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=N8X_XkJUs_M
ハイウェイ・スター　栗コーダーカルテット　Highway Star 

https://www.youtube.com/watch?v=IOmFgIxvVzc
Super instrument 

https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
Katy Perry - Firework 

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=kYDj4ReO_IQ
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yunyun アルパカらっぱからっぱ えこりん村
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日22:01
ん〜（＾＾；）

作業半分。時間切れ…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月9日23:41
それにつけても台風１０号は、

どんだけ迷走するんだ…？

(・ω・;)(;・ω・)
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（７月10日）

http://85358.diarynote.jp/201507100831552462/

（作業中）　だん、だ♪　断！　シャリン♪　捨離〜ン…☆
　（２）

2015年7月10日 音楽
 
　

★さすがにもういいかな…

https://www.youtube.com/watch?v=f5heLsnu5vo
Captain Jack - Operation Dance (1997) 

https://www.youtube.com/watch?v=o_Z4xmaesAE&spfreload=1
【作業用】泣ける的ピアノ＆ストリングス系インスト曲集 

https://www.youtube.com/watch?v=BbBTnLIUnEs&list=PL1B1AF656D379F220
Spain 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ8LLMfIn9w
Sanctuary 

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs&index=4&list=RDyLnw-TVim5Q
紅蓮の弓矢 歌詞付き 

https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY
進撃の巨人OP 【紅蓮の弓矢】高音質 

https://www.youtube.com/watch?v=N4F0iC9ioiQ
Alphaville - Forever Young (Full Album + B Sides From Vinyls) 

https://www.youtube.com/watch?v=DEm7_sTAXhA
某ゴルフ場のロビーにある素敵なピアノで弾き逃げしようと思ったら… 

https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA
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【高画質・高音質MAD】 進撃の巨人 / 紅蓮の弓矢【FULL】Attack on Titan 

https://www.youtube.com/watch?v=NiSDW2qPKqY
乃狼- 1 

https://www.youtube.com/watch?v=oS30YSsJCfY
MADAGASCAR : Le temps de la colonie 

☆（タイトル覚えてるから）「聴きたい気分」の時に検索して探しても間に合うｗ

☆どうしても！な気分の時には、緊急で聴かないと…

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=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

https://www.youtube.com/watch?v=BeJJ759i_KQ
【高画質】　麻枝 准×やなぎなぎ　MV集 

https://www.youtube.com/watch?v=6jQsl2nGQrw
【Jhnosno】麻枝 准×やなぎなぎ 12首 

https://www.youtube.com/watch?v=rd49hMVS_3Q
あなたに好きと言われたい（歌詞付）〜奥 華子 

https://www.youtube.com/watch?v=-AV1DZXUTh4
坂本美雨 鉄道員 

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

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA

https://www.youtube.com/watch?v=NiSDW2qPKqY
https://www.youtube.com/watch?v=oS30YSsJCfY
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
https://www.youtube.com/watch?v=BeJJ759i_KQ
https://www.youtube.com/watch?v=6jQsl2nGQrw
https://www.youtube.com/watch?v=rd49hMVS_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=-AV1DZXUTh4
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA


Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
Tiger and Bunny AMV - Radioactive 

https://www.youtube.com/watch?v=vTKEpiGj7JQ
André Rieu -- Alone Wolf 

https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
Canaan

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=rMICia3W3WA
【高画質・高音質MAD】 進撃の巨人 / 紅蓮の弓矢【FULL】Attack on Titan 

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』
(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit)

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

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=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
光の惑星 - 恍多 kouta

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
https://www.youtube.com/watch?v=vTKEpiGj7JQ
https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA
https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
https://www.youtube.com/watch?v=V9JJyztJLLA
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE


（７月10日）　「偶然」＋「偶然」＋「偶然」…。

http://85358.diarynote.jp/201507101922202943/

神様エル様アルマンディン兄様の言う通りっ！(^。^;)

2015年7月10日 日常
札幌０.０３６μ。o(^-^)o
だいぶ下がってくれました♪

(*^_^*)

心積もりより半日以上？遅れて予定を消化中。

そして「偶然」通りかかった道迷いの外国人観光客さん達に、「行きがかり上」で簡単英会話力

を駆使した道案内を。(^_^;)

さらに「偶然」立ち寄る気になった福祉作業所で、売れ残っている大量のパンを発見してしま

って、「行きがかり上」の勢いで、まとめてオトナ買い…。

加えて「偶然」落とし物の財布を見つけてしまって、「行きがかり上」ネコババするわけにもい

かず。（＾＾；）

拾って警察に届けました…

σ(^◇^;)。。。

おあとのご用は？(^_^;)

まだ何か、ごさいますでしょうか…？
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（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年7月）
（中旬）

 
 
 
 
 
 



（７月11日）　…歌って踊って笑って恋愛して暮らしたいなぁ…

http://85358.diarynote.jp/201507110559371426/

空気に異臭。(∋_∈)
2015年7月11日 日常 コメント (3) 
　

 
じわじわと札幌までもフクイチ【露天臨界】核爆発の延焼煙が拡散到来中。(-_-#)

ワニラ05:59。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

あらためまして、おはようございます。

０８：１７です。今日から再び、バイト４連勤…★

なんか気分で、音楽はＣＤでこれ聴いて起きだしました…
https://www.youtube.com/watch?v=o2jh7N7Fldk
Irene Cara - Fame 1980 (VHS 1982 Edit) 

中学の時、体育の「創作ダンス」の課題曲がコレで。（＾－＾）

たしか自分振り付けでクラスで優勝？くらいはした…っけ…？

そして自分の積み残しの「転生課題」が…（－－；）…
放射能でも世界の終末でもなんでもなく。

 
「フツーに恋愛結婚出産子育て」する「女性」…
というのを、今生もまた、

 
「体験し損なったまま、終わる」という、

しょもない事実に気づく…今朝。
（－－；）

（だって狼さん以外と恋愛だの結婚だのは、嫌だしｗ
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「本命とうまくいかない」のが、「今までの最大の難関」だったんだから…
　しょうがないじゃんか…ッ☆★）

お♪　これはＣＤ持ってない！

ＰＣ画面に貼っておこう…（＜あれ…？）
https://www.youtube.com/watch?v=GelOkOzQ9cw
IRENE CARA - Flashdance (What a feeling) (1983) HD and HQ 

…歌って踊って笑って恋愛して暮らしたいなぁ…

…　ｗ（＾へ＾；）ｗ…

エルぅ、やっぱり私も、ダレムアスに混ざるぅ…☆ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=3pYNd0MSVXs
Kenny Loggins - Meet Me Half Way 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月11日8:14
０５１

６６

００．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月12日8:46

War Is Overさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 7月9日
 
人生は自分を試す壮大なテスト

https://www.youtube.com/watch?v=GelOkOzQ9cw
https://www.youtube.com/watch?v=3pYNd0MSVXs
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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そのテストの出題者は自分自身

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月12日8:47
０

５１６

７００．
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（７月12日）　今日もいちにち遊んでくれてありがとう狼さん♪

http://85358.diarynote.jp/201507130001402474/

北海道南西沖地震／知床硫黄山／やっとのことで海外避難／日本

産の安いサンマあるけどどう？／福島より千葉の方がヨウ素汚染

がひどい／７シーベルトで死にます。

2015年7月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
避難ルートの選択を間違いなくやることはもちろん大事だが、緊急避難が必要になっ

た時点でもう手遅れかもしれない。命を守りたいなら早めの避難が重要だ。しかし、

それは生活を破壊する。逃げてもいつまでたっても噴火が起こらないのが常だ。火山

からの避難はとてもむずかしい。噴火予知はできない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2012-05-21
やっとのことで海外避難

避難先で出会った震災前からの移住者は

放射能に全く無関心

東北産のセール食材に

列をつくって買っている姿にぞっとします。

12月には日本産の安いサンマあるけどどう？って
日本だけでなく

海外滞在者の内部被曝も進んでいくのでは？

火山たんさんがリツイート 
ぼっとびお。 @bot_obio · 3時間3時間前 
国際宇宙ステーションから流れ星を見るとこんな感じになります。画面の真ん中あた

りの白い光です。(NASA) 
https://twitter.com/bot_obio/status/620062437727821824/photo/1

おばんです。

２２：４５。

札幌の外気温２６℃。冷房のない室温２８℃。

（－－；）

線量０．０４１μで湿度も「低め」ではありますが、得体のしれない「粉塵」がザラザラしていて

、被曝過敏症の私にとっては色々限界灘です。

（＝＝；）

http://85358.diarynote.jp/201507130001402474/
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https://twitter.com/bot_obio/status/620062437727821824/photo/1


とにかく空気と水が臭い…
（ＴへＴ；）

ここより酷いところに平気で棲んでいられるというフツーの人々の愚鈍さがむしろ羨ましいです

…
…（〜〜＃）…
理性と計算は「洗濯と入浴をしておけ！」という予定だったのですが、

勘と本能と耐力が「無理！」と叫んでいます…
ｗ（－－；）ｗ

そしてさらに、左下のオヤシラズが…
||||（＞＜；）||||
まだ生えてきやがんのかよ！と私を驚倒させつつ、先住奥歯を「下から抜歯」しそうな勢いでガ

ンガンに押し上げてきやがって、痛くて痛くて…
！（＞＜ｐ）！

とにかく最低限の情報チェックだけやって気絶します…！
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

岡城 敦士 - 探求 @ats8u · 32 分32 分前 
総務省統計局の出した公式な数字を元にグラフを出したもの。原発事故があっった２

０１１年を堺に鋭角的に人口が減り始めている。２０１１年と２０１５年を比較する

と既に１００万人以上が減少している。 pic.twitter.com/HUErwLQuxf

War Is Overさんがリツイート 
岡城 敦士 - 探求 @ats8u · 59分59分前 
グーグルトレンドを「被曝」で検索した結果。被曝への懸念は２０１１年懸念が絶頂

になり、その後、綺麗に忘れ去られていった様子が克明に映しだされている。 
https://twitter.com/ats8u/status/620228173179957248/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
台風 11号は、紀伊半島直撃コースに。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/620212469609271297/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 2時間2時間前 
ツイッターで「寝てる」を検索しようとすると、候補として「寝てる　駅」が出て

きた。「ん？」と思って試しに検索してみると、出るわ出るわ…。車内で、駅のベン
チで、床で、階段で、老若男女、みんな倒れて寝てる！　大丈夫か、日本！

War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
体が酸性体になっているときや、体温が上がると、新陳代謝の亢進によりヒスタミン

などが生成され、アレルギー症状（蕁麻疹）が出やすくなる。 311後に症状が出てきた
場合は放射能との関連を疑うべき。酸化＋放射能で 検索すると関連が見えてくる。

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
https://twitter.com/ats8u/status/620228173179957248/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/620212469609271297/photo/1


火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 2 時間2 時間前 
7/8NHK 箱根山 大涌谷 ライブ映像にみられた発光現象 Flame-like phenomenon at a
volcane, Mt. Hakone. https://youtu.be/m9gCGJeEtPs 明るさや変化がない点が違うがた
しかに同じ場所が光っているように見える。

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 2時間2時間前 
ときどきこうやって燃え上がるように光る。 
https://twitter.com/usa_hakase/status/620196028659036161/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
なんだなんだ。火事か？大涌谷。

http://www3.nhk.or.jp/news/realtime-1/ …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3 時間3 時間前 
箱根の二酸化硫黄：火山ガス

今日12日の15時ぐらいから上昇し続け、20時の観測値では（0.101ppm）環境基準値を
超えてる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 3時間3時間前 
めいちゃんさんがリツイートしました (*ಠ_ಠ)
実際、西海岸では波しぶきがかかるところの線量が高いそうだ。

バズビーは汚染された海から１キロは内陸に住めと言っている。 

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2012-05-21
利根川の汚染

大雨が降って、土壌に染み込んだ放射性物質が流出し

ダムが放流すると、高濃度汚染水が水道水になります

大雨の後の、群馬県を流れる

利根川の色を確認したが、まっ茶色

もはや、利根川いや関東の水道水は

飲用危険レベル

大雨の後、２週間は特に危険

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
噴火予知はできない。噴火警戒レベルは役に立たない。ひとに頼るな。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
火山からの避難の大原則は、火山からできるだけ遠くに離れることだ。高いところに

登ることがこれに加わる。7ルートのどれを選んで避難するかは、そのときの風向きに
大きく関係する。軽石や火山灰が降っている地域に突入してはならない。

https://youtu.be/m9gCGJeEtPs
https://twitter.com/usa_hakase/status/620196028659036161/photo/1
http://www3.nhk.or.jp/news/realtime-1/


特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月12日 17:49
】

関東地方の一部の地域では、今日（１２日）夜のはじめ頃にかけて、光化学スモッグ

の発生しやすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
ヨウ素汚染地図　これで福島より千葉の方がヨウ素汚染がひどいことが分かる

http://news.whitefood.co.jp/news/foodmap/3836/?
utm_source=radiation&utm_medium=email&utm_campaign=map20150712i131map01&utm_content=vegi201103
…
一番、甲状腺検査が必要なのが千葉県の子ども達なのに行政は検査拒絶

千葉市の友人は甲状腺廃縮、娘は多発性硬化症（これも甲状腺病といわれる）

War Is Over @kenshimada · 6時間6時間前 
低線量被爆が原因て分ってるからこそ「常識ではとらえられない」のだろう、、、

ためしてガッテン・「40代から多発！ 恐怖の隠れ心臓病」
40代が発症ピーク・痛みを全く感じないうちに突然死…。常識でとらえきれない、新
しいタイプの心臓病。

http://ln.is/www.shugiin.go.jp/it/CErH …

neko-aiiさんがリツイート 
UFO 9@f64e0a4c881443 · 6時間6時間前 
厚労省「抗がん剤でガンが治ることは、ほとんど無い」　お医者さん全員「これ（抗

がん剤）は毒物」 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/37868d9921b27f3e599009b5b28353b9
… @neko_aiiから

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

出荷停止品目を見せてあげてください。

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

War Is Overさんがリツイート 
ジブリル:電子書籍は図書館貸出可にすべき @starbuck2102v · 8時間8時間前 
ジブリル:電子書籍は図書館貸出可にすべきさんがリツイートしました 唯門居士
原発ゼロだとオリンピック無しのおまけ付きか！

グリコのおまけより数段良いぞ！

脱原発に俄然やる気が出てきたぜ！ 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 8時間8時間前 
二酸化硫黄濃度ppm 箱根町宮城野
7.11.2400 0.031
7.04.0900 0.106
7.03.1800 0.071

http://news.whitefood.co.jp/news/foodmap/3836/?utm_source=radiation&utm_medium=email&utm_campaign=map20150712i131map01&utm_content=vegi201103
http://ln.is/www.shugiin.go.jp/it/CErH
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/37868d9921b27f3e599009b5b28353b9
http://ln.is/www.kantei.go.jp/sai/m4LC


7.02.1600 0.103
7.01.2000 0.123
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107002.htm
…

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽風は600km/秒の高速風に高まっています。 http://swnews.jp #swnews

火山たん @volcano_tan · 11時間11時間前 
溶岩って地下のマグマが地上に流出したモノだけど、そのマグマが普通の火山を作る

二酸化ケイ素以外のモノだったら…？そんな感じの噴火が1936年の知床硫黄山で起き
ているんだよ。この時は、なんと溶けた硫黄を20万トンも溶岩として流出させたん
だよ！

War Is Over @kenshimada · 12時間12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 ……

火山たんさんがリツイート 
Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 13時間13時間前 
Ryusuke IMURAさんがリツイートしました 早川由紀夫
「弱い軽石噴火」は、よくないんじゃない？「規模の小さい軽石噴火」でないと、強

弱(intensity)と大小(magnitude)がゴッチャになる。軽石噴火は激しい噴火。 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 13時間13時間前 
噴火データベースからfallだけを抜き出した。火砕流は含まない。
・17世紀から18世紀初頭の北海道4噴火はめずらしい集中と見るべき、
・20世紀の噴火数はむしろ多い。しかし弱い軽石噴火が多かった。
・浅間山1783がM4.5。これが正/準プリニー境界。

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
その一段階下の準プリニー式噴火は、最近でも起こっている。

2011年1月26日　霧島山新燃岳
1986年11月21日　伊豆大島
1962年6月29日　十勝岳

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 14時間14時間前 
犬吠埼 7/12 9:54 毎日紫色なのか？これが自然の色なのか？ 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/620033793894649856/photo/1

火山たんさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 15時間15時間前 
正プリニー式噴火が北海道駒ヶ岳1929年以来日本で起きていないのは確か。ほんとう

http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107002.htm
http://swnews.jp/
http://blog.livedoor.jp/zom2/archives/2660602.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/620033793894649856/photo/1


に激烈な火山噴火をいま生きている日本人のほとんどが経験してない。これが起こっ

たとき、この日本社会がどう対応するかはたしかに興味深い。北海道駒ヶ岳1929年噴
火程度は、日本で30年に1度起こる。

火山たんさんがリツイート 
震災発 @shinsaihatsu · 17時間17時間前 
【きょう】1993年（平成5年）7月12日 #北海道南西沖地震 から22周年です。22時17
分地震発生直後、最も震源に近い奥尻島にわずか2分で津波来襲。死者202人行方不明
者28人。 http://www.shinsaihatsu.com/link/disaster.html … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 7月11日 
マッツさんがリツイートしました あおてん農園
排気筒が腐食し亀裂も入り、最悪福一の1号機. 2号機に倒れて燃料プールを直撃して、
甚大な放射能被害が出る可能性が出てきた(ﾟДﾟ)排気筒を直そうにも、25ｼｰﾍﾞﾙﾄも線量
があり近ずけないでいる。ちなみに、7ｼｰﾍﾞﾙﾄで死にます。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7月11日 
"kido_027: あとラーメン食べたらまた歯欠けた
ラーメン食べて欠けるの二度目なんだけど、どんだけ私の歯は柔なのさ"
0212
#破壊線
#ラーメン線

AKIRA 2024さんがリツイート 
(*ಠ_ಠ) @kamiwa_oran · 7月10日 
高松や岡山は今年に入ってからもどんどん新たに避難してくる。関西が微妙になって

きてる今、そうなるのは必然的なんやろけど。

neko-aiiさんがリツイート 
るなま @luna92luna · 7月9日 
そして気を付けいても我が子の内部被曝検査結果も深刻な事態に。

上が娘、下が私の結果。 
https://twitter.com/luna92luna/status/619247587586015233/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
hiroyuki kこと木内広行 @hitoutannsyou · 6月21日 
日本の原発は燃料の濃縮ウランの7割をアメリカから輸入している。その濃縮ウランを
精製するときに劣化ウランが副産物として出来る。アメリカは何度もそれを戦争で使

っているが、勝てば官軍、現地の一般人が被爆し奇形児が生まれても因果関係を否定

している。原発再稼働すれば、この連鎖が繰り返される

http://www.shinsaihatsu.com/link/disaster.html
https://twitter.com/luna92luna/status/619247587586015233/photo/1


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

AKIRA 2024さんがリツイート 
sarah　(STOP ABE) @lovelovesarah · 2 時間2 時間前 
今日7月11日の福島民報3面です。驚愕いたしましたです。信仰宗教か。何を根拠に「
安全」だって言ってるんだ。恐ろしい。本当に恐ろしい。こんなもんを掲載した福島

民報おかしいんじゃないのか？ 
https://twitter.com/lovelovesarah/status/620206956049903617/photo/1

�O�KY ( �ˇ�ˇ� ) v @rockyparuru · 3 時間3 時間前 
@rockyparuru 
あの〜漢字をまちごた。

劣化ウラン弾ね(ﾟoﾟ;;
イラクは決して日本を許しませんよ。とても画像は見れません。焼夷弾やクラスター

弾より残酷だ。フクイチやチェルノブイリを作り出す悪魔弾です。ググれば理解

です。 
https://twitter.com/rockyparuru/status/620198338760028160/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
自分が大事なら、他人の人権が侵害されている時に発言しないとね。

そうしないと自分の番が来た時に誰も擁護してくれないだろうし、個人の戦いになる

。

福島県民の基本的人権は守られていない。

どうする？

War Is Overさんがリツイート 
社畜 @ShachikuNow · 7月4日 
この国のこの状況で、なぜ絶望する事なくいられる？絶望せずに「あきらめちゃ

ダメ！」とか言って希望だけを胸に戦ってる気になってるのだとしたら、それはただ

の現実逃避だよ。見たくないモノ、都合の悪いモノから目を背けてるだけ。正義を

掲げ、誰かを踏みつけてるのに気付かない振りをしているだけ。

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
https://twitter.com/lovelovesarah/status/620206956049903617/photo/1
https://twitter.com/rockyparuru/status/620198338760028160/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日0:05
今日もいちにち遊んでくれてありがとう狼さん♪

ちゃんと歯は磨いてから寝ます〜…（＾＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=v3VUD--Xsko
【最遊記・外伝】い/つ/か/ま/た/こ/こ/で
 
 

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150713/85358_201507130001402474_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150713/85358_201507130001402474_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150713/85358_201507130001402474_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月13日）　「こんど生まれ変わった時には、今度こそ！」　「狼さんと仲良くは
っぴーらいふ！…を全うしよう…！」

http://85358.diarynote.jp/201507130836578973/

【西日本、終了】。津波が押しよせたら伊方原発は福島原発と

同じ。この付近の大きなMの地震は、南海トラフ地震のトリガー
になる。

2015年7月13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=t8c0oh2XoF4
最遊記　OP　FOR REAL 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月13日 04:54】
日本海側北部では、１３日夜のはじめ頃から１４日明け方にかけて土砂災害や河川の

はん濫に警戒が必要です。日本海側と太平洋側西部では、１４日昼前にかけて低い土

地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意してください。

（承前）

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

http://85358.diarynote.jp/201507130836578973/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507130836578973/
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https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA


あらためまして、おはようございます。

０７：４８。

札幌は２６℃？ですが、凄まじい湿気です。

★（〜〜；）★

昨夜の異様な睡魔と激倦怠感は、熱中症のせいじゃなくて、

「地震体感」だったんだな〜…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
さっきの九州の大きな地震の約2分ぐらい前に、なぜか突然、目がさめたんだけど、何
でだろう。不思議だなぁ。

…（－－；）…

まぁ、今朝の気象条件からすると、洗濯はしなくて正解でした。

ゼッタイ乾かない。（＾＾＃）

てか、カビ臭くなること必至…☆

バイトは中番。洗髪しなくちゃなので、時間は早めに進行中…

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

いまあたまのなかにあるのは、

「こんど生まれ変わった時には、今度こそ！」

「狼さんと仲良くはっぴーらいふ！…を全うしよう…！」という、
「転生計画の設定づくり」だけなんですワ。はい…☆

…大痛の余震と、痴罵の「予震」、すごいね…。
https://twitter.com/eq_map

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19 分19 分前 
2時52分大分県：M5.7：深さ60km：震度5強
その後の余震（深さは54〜57km）
2時55分：M3.7
3時03分：M2.7
3時22分：M2.7

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://twitter.com/eq_map


4時52分：M3.4
6時15分：M3.3
7時02分：M2.7
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620366979044499456/photo/1

War Is Over @kenshimada · 33 分33 分前 
好酸球の増加は「被曝影響のシグナル』という都内の医師

「好酸球性胃腸症は、末血の好酸球の値が数十%に上がる事もあり、肺に影が出たり蕁
麻疹様の皮膚炎が続いたりする。

喘息も好酸球が絡む、気管支に浸潤して痰に出る。

奇病が起きるのではなく病気の頻度が増え治療の反応が悪くなっている」

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 1 時間1 時間前 
7時現在、大雨のため、熊本県（天草市西部）に土砂災害警戒情報が発表されています
。

【土砂災害警戒情報】

熊本県：天草市西部 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/620353282473508864/photo/1

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 
13日6時現在、九州南部・四国で強い雨が降っています。
【1時間雨量】(括弧内観測時間)
熊本県　牛深　56.0mm(04:19)
高知県　須崎　38.5mm(05:40)
長崎県　雲仙岳35.5mm(04:17)
熊本県　本渡　31.5mm(04:31)

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2 時間2 時間前 
現在は0.018ppm　箱根町宮城野の二酸化硫黄濃度

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
二酸化硫黄濃度ppm 箱根町宮城野
7.12.2000 0.101
7.11.2400 0.031
7.04.0900 0.106
7.03.1800 0.071
7.02.1600 0.103
7.01.2000 0.123

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620366979044499456/photo/1
https://twitter.com/rescuenow_net/status/620353282473508864/photo/1
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107002.htm


http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/StationDailyReport/OfficeTimeReport0107002.htm
…

kenji @buick54aki · 2時間2時間前 
フクイチもさっき紫色プルトニウムの水溶液は紫色

さっき空がピンク色で

気持ち悪かった

急病人

人身事故

給食

水道水

セシウム心筋

再開発

渋谷

中性子線

スカイシャイン

豊洲

劣化ウラン

ストロンチウム

オリンピック 
福島

原発

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
さとう珠緒さん42歳　自覚なき脳梗塞が多発 認知症の危険 （from4050) 
http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/833.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2015年07月13日 05:56】
九州北部地方では、１３日昼前にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り

、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水やはん濫に

警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【長崎県 警報情報 2015年07月13日 04:58】
南部では、１３日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［島原半島］大雨・洪水

http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/833.html


特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【NHK災害情報】
NHK大分放送局が地震情報や被害の情報などについてまとめています。
http://nerv.link/JS20BT

月子 @tsukiko0000 · 4時間4時間前 
再稼働反対って言ってもね、いまある原発で稼働してなくてもドカンと逝くよね。フ

クイチでも動いてないのもアボンしたからね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
箱根の二酸化硫黄

数値は依然、高い状態。　噴火後、ここまで数値が高めの状態が続くのは初めての

こと。

13日1時：0.034ppm
13日2時：0.062ppm
13日3時：0.037ppm

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
伊方原発が事故を起こせば、愛媛、徳島、香川、高知、山口、広島、島根、岡山 、
鳥取、大分、宮崎、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、愛知、三重、滋賀、京都、

大阪、兵庫、奈良、和歌山 は終わる。
豊後水道に津波が押しよせたら、伊方原発は福島原発と同じになる。内海の津波は破

壊的な力がある。

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
使用済核燃料の保管量

高浜原発 1180t　
（福井原発銀座) 3550t　
島根原発 390t　
伊方原発 590t　
玄海原発 830t　
川内原発 870t

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
13日02時52分
大分県南部：深さ60km M5.7：震度5強 
余震

震源：やや内陸。

http://nerv.link/JS20BT


02時55分：深さ54.1km M3.7
03時03分：深さ55.9km M2.7
03時22分：深さ57.3km M2.7 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620303158707798016/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
13日02時52分
震源地：大分県南部：マグニチュード5.7：深さ60km：震度5強
（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150713025612495-130252.html …）
この付近の大きなMの地震は、南海トラフ地震のトリガーになる危険性がある震源域。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【愛媛・伊方原子力発電所 被害の情報なし】
四国電力によりますと、震度４を観測した愛媛県伊方町にある伊方原子力発電所では

これまでのところ被害の情報は入っていないということです。

http://nerv.link/KiaKCZ

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【地震 02:52】
［震度５強］大分南部

［震度５弱］愛媛南予地方、阿蘇地方

［震度４］広島南西部、高知西部、福岡筑後、熊本地方、大分北部、大分中部、大分

西部、宮崎北部平野部

［震度３］島根西部、岡山南部、広島南東部、愛媛東予地方、愛媛中予地方、高知

中部、山口北部、山口西部、…

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 大分県 佐伯市 
【最大震度5強】(気象庁発表) 大分県南部 深さ約60km M5.7 13日02時52分頃発生 
(G)http://j.mp/1JZ7nkx (気象庁)http://j.mp/1L8UQJQ

’No Nukes!’ 東京はもうダメ！ @vermidog · 6時間6時間前 
@cmk2wl セシウム、トリチウム、硫黄、硝酸、カドミウム他、（紫ってなんでしょ
うね）？福島で種々のヘビーメタルが水蒸気となり、日本中を蔓延して、空気を満た

している。それらが野菜、果物、牛乳、水となって体に取り入れられてるのは明白。

移住をして、子供を守れ。東京にはもう住めない。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
医学博士 能勢千鶴子「生後6ヶ月未満の赤ちゃんが原因不明で突然死したケースのなか

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620303158707798016/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150713025612495-130252.html
http://nerv.link/KiaKCZ
http://j.mp/1JZ7nkx
http://j.mp/1L8UQJQ


には、硝酸性窒素を多量に含んだ水で溶かした粉ミルクや、硝酸性窒素が多い野菜

を使った離乳食を食べたことが原因だったと考えられるものがあります」

War Is Overさんがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
【インドネシア・ラウン山、かなり激しい爆発だったようだ】バリ島など5空港閉鎖、
インドネシア・ラウン山の噴火続く | ワールド | Reuters
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPKCN0PK0AL20150710 … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 9時間9時間前 
浜松観測点MF電波　すでに報告したように、大きく基線上昇中。
下は3か月グラフ。このMF電波の基線上昇は2月に徳島南部M5.1など四国で大きく揺れ
る前にありましたが、5月にも上昇があり、その後宮城県沖M6.8が発生。念のため注意
https://twitter.com/araran100/status/620238997193781248/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
（続き）また、引き続き、うねりを伴った高波や強風に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2015年07月12日 23:06】
九州北部地方では、１３日未明から昼前にかけて、局地的に雷を伴い非常に激しい雨

が降るおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水やはん濫に警戒し

てください。（続く）

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 21時間21時間前 
10時50分現在、大雨のため、宮崎県に土砂災害警戒情報が発表されています。
【土砂災害警戒情報】

宮崎県：西都市、木城町、美郷町

〔土砂災害警戒〕宮崎県で局地的に非常に激しい雨のおそれ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150712-00000001-rescuenow-soci …

レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 23時間23時間前 
12日9時現在、九州南部で強い雨が降っています。
【1時間雨量】(括弧内観測時間)
宮崎県　神門　58.0mm(05:01)＜観測地点の7月1位＞
宮崎県　国富　42.0mm(09:00)
大分県　蒲江　31.0mm(05:10)

http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPKCN0PK0AL20150710
https://twitter.com/araran100/status/620238997193781248/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150712-00000001-rescuenow-soci


レスキューナウドットネット編集委員会 @rescuenow_net · 7月11日 
11日14時現在、以下の地域で猛暑日の基準35℃を超えています。
■日最高気温

岐阜県　八幡　35.8℃(13:27)
茨城県　笠間　35.2℃(13:30)
愛媛県　大洲　34.9℃(13:31)
島根県　津和野34.9℃(12:40)
群馬県　前橋　34.8℃(12:33)

neko-aiiさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 11時間11時間前 
ツイッターで「寝てる」を検索しようとすると、候補として「寝てる　駅」が出て

きた。「ん？」と思って試しに検索してみると、出るわ出るわ…。車内で、駅のベン
チで、床で、階段で、老若男女、みんな倒れて寝てる！　大丈夫か、日本！

War Is Overさんがリツイート 
ありー @arsn__arsn · 19時間19時間前 
昨日電車で目の前の女の人が倒れて友達と思われる人が大丈夫？！っつってて5秒後く
らいに目覚ましてたんだけどその倒れた人「あれ？わたし倒れた？記憶ない…」的な
こと言ってて酔ってる感じでもなかったし本当びっくりしたな…何食わぬ顔で電車降
りてったけど絶対病院行った方がいいな…

neko-aiiさんがリツイート 
pon pon I AM NOT ABE @wyntons · 7月2日 
町や駅や電車で倒れる人やぐったりと寝てる人、ぶらぶら病のような症状を見かける

ツイートが目立ってきた。恐ろしい。。

https://www.youtube.com/watch?v=r0lVgdmJ9c8
「最遊記外伝」×さ/く/ら/び/と 

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

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=r0lVgdmJ9c8
https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw
https://www.youtube.com/watch?v=g2NniS-DnYs


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1 分1 分前 
名無し：07/10 20:35
「あなたが住みたい都道府県」ランキング、2位「沖縄」3位「東京」を抑えトップに
輝いたのは… 「福岡」！
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1436667033/ …

#被曝回避志向くっきり

…「あんた、ばかぁ…？」…

現状を、よく観ろ。

どうやったら、福岡のどこがどう「安全」だとか、勘違いできるんだ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=AQLTMEqIbAQ
【MAD】さくらびと【最遊記】

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日10:34
なにか凄く絶望的に

嫌〜(∋_∈)な感じ…
 

http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1436667033/
https://www.youtube.com/watch?v=AQLTMEqIbAQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月⒕日）　むしろ今のポジションは外伝の悟空かな〜…

http://85358.diarynote.jp/201507132253276234/

「どうせダメなら…★」(∋_∈)
2015年7月13日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (17)
　

…親知らずの激痛の麻酔代わりに…
…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=IXTfybOzrEc
Saiyuki Gaiden AMV 

とか思ったんですけど。

血行が良くなってしまって。

…みごとに【逆効果】…

…ｗ（＞◆＜ｐ）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg
saiyuki - fukisusabu kaze no naka de (WAG)

https://www.youtube.com/watch?v=8PHnw_u5DBc
[AMV] Son Gokû & Genjyo Sanzô/Konzen Dôji「 Calling 」
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201507132253276234/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
http://85358.diarynote.jp/201507132253276234/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150713/85358_201507132253276234_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IXTfybOzrEc
https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg
https://www.youtube.com/watch?v=8PHnw_u5DBc
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2015年7月13日23:14
とにかく痛い。

全身が痙攣してるくらい、痛い…

！（＞＜ｐ）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:14
左の上のオヤシラズまで生えてきた〜ッ！！！！！！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:22
左の腓腹筋を斬り取って捨てたい感じ…
（＞＜ｐ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:46
揺れてるのは酔っぱらってる私で、

地震ではない…

たぶん。（＾□＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:47
ところでテンポウ元帥とコンゼン。

どっちが「私」に似てる…？

（どっちもものすごい親近感をおぼえるんですが…ｗｗｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:48
ひと缶あっという間になくなった…ｗ
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酒もって来〜い…ッ☆

（明日もバイト…ｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月13日23:48
０５１６

８８８．（＾＾；）

酔っ払いで〜す…ッｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日0:10
むしろナタク似？（＾＾；）

悟空には似てないのだけは確かだ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日0:22
いや、むしろ、今のポジションは外伝の悟空かな〜…

（＾＾；）

ごめん。エル。八つ当たりして…☆

狼さんもごめんね〜…っ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日0:49
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前
 
自分を伸ばすためには先ず運命に身を任せることが大切だ。岩の割れ目で芽をだしたら、割れ目

を自分の住家にして、そこで楽しんで生きる工夫をするんだ。それでこそ、本当に自分を伸ばす

ことができるんだ。 運命を喜ぶものだけが正しく伸びる。
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「岩割の松」次郎物語/下村湖人

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日0:49
貧乏は平気なんだけど。（＾＾；）

歯痛とイジメと、

「嘘をつく人ほど褒められる」世界の仕組みが、嫌だよ…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日1:06

War Is Overさんがリツイート 
春が野@はぴあわB02 @harugano · 10時間10時間前
 
この流れはまた言わねばなるまい

暑さで脱水気味だったところ（無自覚）にレッドブル半分とカフェオレ一杯飲んだら急性カフェ

イン中毒で救急車胃洗浄点滴フルコース諸々一泊入院で5万円飛んだわたしが通りますよっと

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:12

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 5月24日 
神経質という言葉も大体みなが気にしていないことを少数の誰かが気にしているときに批判する

場合にしか使われない言葉だからね。気にすることが批判の理由ではなく少数であることが批判

の理由なんだよ。同化か排除の二択しか存在しない日本社会における非情な掟の象徴みたいな言

葉だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:13
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AKIRA 2024さんがリツイート 
lazarus @lazarus312 · 16時間16時間前 
ごん、お前だったのか。ベトナム産のシールが貼られた冷凍アジフライを買ってきてよく見たら

アジ（国産）の表記を見つけたのは。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:18
…サイユーキ、読み返したくなってきた…

…（＾＾；）…

バイト遅番。２１時アップ。明日から２連休。

徒歩５分のブクオフは、２２時までだっけ…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:18
amaちゃんだ @tokaiamada · 20 分20 分前
 
「繁栄」という社会があるとするなら、それを担保する本質は、カネでもなければ技術力でも

なく、思想でも宗教でも優れた政治指導者でもない

それは「人口」なのだ

人がいて、対話があり、相互に刺激し、生きる意欲が再生産される人口のある社会こそ「繁栄」

の本質である

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月14日9:19
amaちゃんだ @tokaiamada · 31分31分前
 
東海アマの見通しは、すでに繰り返し書いてきたとおり

社会は子ども達の未来を保全しようとする人たちと、目先の金儲けに奔走するだけの拝金ゾンビ

に明確に分裂する

子ども達を守る人は自分の命も守る

http://85358.diarynote.jp/
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金儲けにしか興味のない利己主義者は、二度と取り返しの付かない愚行を繰り返し死滅してゆく

 
 



（７月15日）　エルさんの機嫌は超〜最悪。

http://85358.diarynote.jp/201507151950381148/

漫画が読める程度まで回復…(^_^;)
2015年7月15日 恋愛 コメント (5)

言い種が、エルにそっくり♪ｗ

 

これね。

http://www.square-enix.co.jp/magazine/gfantasy/story/kuroshitsuji/

まえ読んだときは気づかなかったけど、これ、

「エルと白熊さん」でキャスティングすると…

はまるなぁ…ｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201507151950381148/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201507151950381148/
http://www.square-enix.co.jp/magazine/gfantasy/story/kuroshitsuji/


（あ、下のコメント欄の「埴生の宿」はこっち参照…）
https://ja.wikipedia.org/wiki/7SEEDS
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日20:13
なにこの地震の回数？

（；‾Д‾）
…で…死神マンガは、
タイタニックねたかよ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日20:50
激痛再発。ヽ（・＿・；）ノ

逆境になるほど燃える(^_^;)
自分の性格が笑えるｗ

鬱病がどっかへ消えて、

生き延びる算段だけを

考えている…ｗ

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月15日21:17
霊的なイメージで言うと、

私は三毛猫で、

エリザベスカラーを填められて、

猫カゴに閉じ込められて、

高速個人艇に載せられて、

https://ja.wikipedia.org/wiki/7SEEDS
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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全速力で危険海域から

脱出しているところ。

ヽ（・＿・；）ノ

操舵のエルさんが緊張してるし、

白熊さんも狼さんも警護モードに入っているので、

たぶん日本とな地球とかは、

かなりヤバい状況？

（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月16日3:59
つい先ほど、（夢の中で）

エルさんが身内向けにかけた

一斉放送？が、「帚生の宿」。

(・_・;)

意味は不明。

エルさんの機嫌は超〜最悪。

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月16日6:13
その後へんな夢を視ましたが、

なんとか現世に帰投…☆
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月16日）　この状況下で体調不良で思考も行動も不可能なワタシって…

http://85358.diarynote.jp/201507160628305541/

【M4.6】石狩平野 深さ130.9km 2015/07/16 06:14:09

2015年7月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０６：１６です。

バイトは休み。

体調は…（〜〜；）…まだ…？

札幌は気温１５℃。無暖房で室温２２℃。

（おそらく「新生児育て中」の階下はすでに暖房を入れていますね…）

で…（－－；）…
なにこの地震…
（コピペしてるあいだに、どんどん増える…！）

地震マップ @eq_map · 31秒32秒前 � 北海道 苫小牧市 
【M4.6】石狩平野 深さ130.9km 2015/07/16 06:14:09
(G)http://j.mp/1DhIYPo (Y)http://j.mp/1MuO3ce (アニメ)http://j.mp/1MuO4gm

http://85358.diarynote.jp/201507160628305541/
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地震マップ @eq_map · 58秒58秒前 
【最大震度1】(気象庁発表) 苫小牧沖 深さ約130km M4.0 16日06時14分頃発生 
(G)http://j.mp/1GmJcVd (気象庁)http://j.mp/1DhIRDu

地震マップ @eq_map · 6分6分前 
【M4.4】石狩平野 深さ130.8km 2015/07/16 06:14:09 [AQUA-REAL]
(G)http://j.mp/1DhIGbd (Y)http://j.mp/1gCyOnN

地震マップ @eq_map · 7分7分前 � 北海道 苫小牧市 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M3.8】胆振地方中東部 深さ120km 2015/07/16
06:14:10発生 最大予測震度2
(G)http://j.mp/1GmJ9ca (Y)http://j.mp/1DhIEjy

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ5.5km 2015/07/16 03:53:39 http://j.mp/1Ljl4cI

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.9】青森県西方沖 深さ25.4km 2015/07/16 02:28:11 http://j.mp/1f4bWfy

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】苫小牧南方沖 深さ87.7km 2015/07/16 00:55:07 http://j.mp/1SnfGG3

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.5】北海道南西沖 深さ13.5km 2015/07/16 00:46:25 http://j.mp/1L9TtMK

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.0】浦河南方沖 深さ48.6km 2015/07/15 21:50:32
(G)http://j.mp/1DgHHrI (アニメ)http://j.mp/1RyVVQF

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.9】青森県西方沖 深さ28.4km 2015/07/15 19:04:30 http://j.mp/1HLznkX

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 青森県 弘前市 
【M2.6】青森県西部 深さ10.7km 2015/07/15 17:10:52
(G)http://j.mp/1M59L8M (Y)http://j.mp/1L8SLPL
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…ぱねぇ…（＠＠；）||||

この状況下で体調不良で思考も行動も不可能なワタシって…

（この状況下「だから」なのかもしれないが…）

死ぬぞ？まじで…
 
 



（７月16日）

（作業中）　…気分悪い…
2015年7月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…まだ上陸もしてないのに、なにこの台風１１号の広範囲な破壊力…

特務機関NERV @UN_NERV · 30分30分前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転見合わせ 2015年7月16日 6:27】
台風11号の影響で、小田原〜熱海駅間の運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 32分32分前 
【山梨県 警報情報 2015年07月16日 06:25】
東部・富士五湖では、１７日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください

。

［東部］大雨・洪水

［富士五湖］大雨・洪水

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 交通チーム @level4_r · 50 分50 分前 
16日06:10現在、台風11号により次の線区に影響が出ています。
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■運転見合わせ

中央本線(高尾〜甲府)、御殿場線(松田〜御殿場)
■ダイヤ乱れ

東海道本線(東京〜熱海〜豊橋)、八高川越線(八王子〜高麗川)、紀勢本線(亀山〜新宮)、
名松線(松阪〜家城)、小田急小田原線

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【神奈川県 警報情報 2015年07月16日 05:56】
次の地域に警報が発表されています。

［湘南］波浪

［三浦半島］波浪

［相模原］大雨・洪水

［県央］大雨・洪水

［足柄上］大雨・洪水

［西湘］大雨・洪水・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年07月16日 05:27】
大型で強い台風第１１号の影響で、関東甲信地方では、１６日から１７日は、広い範

囲で大雨となる見込みです。土砂災害、河川の増水・はん濫、低い土地の浸水、高波

に警戒、注意してください。小笠原諸島も高波に警戒してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
夕方の八丈島の群発地震は、なんだったんだろう？

火山性のものかな。

あと、深夜2時47分、気象庁の震源だと（伊豆大島近海：M3.5）というのは、正確に
は「相模灘」で起こってる地震。つまり関東大震災の震源域付近の地震。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
台風11号
15日20時の位置。（画像：高知大学）
21時45分 気象庁発表（非常に大きい。中心気圧 945ヘクトパスカル）備えは大丈夫で



すか？

火山たんさんがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前 � 沖縄県 与那国町 
【(((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ !!!】メキシコのコリマ山噴火、近隣住民避難 5キロ圏内立
ち入り禁止　AFPBB News http://www.afpbb.com/articles/-/3054264 … 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 13時間13時間前 
〔大気不安定〕宮城・山形・新潟に竜巻注意情報 (15日18時現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150715-00000004-rescuenow-soci …
15日18:00現在、気象庁は宮城県・山形県・新潟県に竜巻注意情報を発表しています。
空の様子に注意し、雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
16時以降、八丈島近海で
群発地震が起こってますので、ご注意ください。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621230229596418048/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 16時間16時間前 
14:50現在、群馬県・長野県に竜巻注意情報が発表されています。
【竜巻注意情報】

群馬県：15日16:00まで有効
長野県：15日16:00まで有効

火山たん @volcano_tan · 19時間19時間前 
現状では噴火してない活火山は多くあるけど、その山体の中はとても高温の状態って

事もあるんだよ。北アルプスのアカンダナって火山の近くを通る安房トンネルの工事

では、1995年に火山ガスを含む水蒸気爆発が起きて4人の作業員の方が亡くなっている
んだよ…

http://www.afpbb.com/articles/-/3054264
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150715-00000004-rescuenow-soci
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621230229596418048/photo/1


宇宙天気ニュース @swnews · 19 時間19 時間前 
[記事] 太陽風は再び高速風に戻っています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
http://swnews.jp #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7月14日 
日本に接近中の台風11号の雨雲と日本の大きさの比較。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/620960069115457536/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 7月14日 
〔高温〕14日も各地で気温上昇 群馬・福島で39度超(14日16時30分現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150714-00000003-rescuenow-soci …
きょう14日も、日本列島は広く高気圧に覆われており、各地で気温が上昇しています
。特に、群馬県や福島県では39度を超える猛烈な暑さとなっています。…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7月14日 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
神奈川県の解説

「二酸化硫黄の発生源は、火山あるいは温泉地帯（箱根大涌谷）において、地下のマ

グマにとけ込んでいるものが分離し、大気中に放出されています。（30〜40ppm：呼
吸困難。400〜500ppm：短時間で生命が危険）」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7月14日 
箱根の噴火の件は、ある意味において福島原発事故の時と同じ。東海大の御用学者

が「噴火はしない」と言ってたら噴火したり、今日も東海大の御用学者を使ってイン

チキな報道がされてるよね。あの原発事故の時「東大：被曝するような線量ではない

」と言ってた時と同じ。流石に早川先生も怒ってるじゃんね

 
 

http://swnews.jp/
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（７月16日）　（三毛猫モードｗ）

http://85358.diarynote.jp/201507160724349399/

（途中）　吐きそう…　　　皮膚からリンパ液がにじみ出る症状
は被ばく症のひとつです。

2015年7月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9 時間9 時間前 
濃霧は続く…。
台風9号、11号が来ていても。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
国会前

すごい人で大混乱状態。警察官も増員されてる。20才前後の若い男女の人達の主なシ
ュプレヒコールは「憲法守れ、強行採決するな、勝手に決めるな、屁理屈言うな、ア

ベは辞めろ、アベから日本を守れ、未来を守れ、子供を守れ、平和を守れ」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
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国会前。

すごい人で大混乱。立ち止まり禁止状態。会社帰りのグループで来てるOLさんが多い
。

AKIRA 2024さんがリツイート 
hiromin @hirominkok · 18時間18時間前 
@snoopymaygon この三月くらいから、金属味ではなく、時に空気が酸っぱいような
、あるいは無臭ながら、雨もしくは雨のあとに喉がヒリヒリしたり、咳き込んだり、

痰が出たりということが、新たに起こるようになりました。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 18時間18時間前 
水も空気も畑や田んぼも3.11以前からの汚染に拍車がかけられた状態で、実はもう安全
な食品なんてどこにもないので、スーパーで買うコメひとつ、塩水で研いで除染した

モノを炊いて食べるか‥あるいは道端の草を食べられる状態にして乾物として備蓄す

るか‥そういうサバイバルな世の中なのに、外食？

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【伊方原発３号機の審査書を決定】

愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、原子力規制委員会は、安全対策が新し
い規制基準に適合しているとする審査書を15日午前の会合で決定しました。
http://nerv.link/vGSaWk

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 21時間21時間前 
チェルノブイリの森林火災なんかより、すぐそこの広野町や富岡町などの警戒区域を

除染したゴミ（高濃度の放射性廃棄物そのもの）を簡易型焼却炉を２５基も新設して

バンバン燃やすことの方が、すぐそこにある危機なのに、なんで騒がないの？

オリンピックまでに全部燃やすんだよ。

残酷すぎるよ。

http://nerv.link/vGSaWk


T. HIRANOさんがリツイート 
yoshi @nephronMD · 7月14日 
この前、同級生の小児科医と飲んだら、やはり茨城なんかのホットスポットの地域に

仕事でいくと、都内ではみないような小児腫瘍があるんだよと言ってたな。

AKIRA 2024さんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 7月14日 
皮膚からリンパ液がにじみ出る症状は被ばく症のひとつです。病院に行かず、薬はつ

けず、何もせず、ふき取るだけがいいと思います。身体は体内に毎日蓄積される放射

性物質を排せつしようと努力しているし、汚染された細胞や体液、血液成分を体外に

放出する工夫をしている。安全な塩水を飲むのがいい。

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7月14日 
名無し：07/15 00:46
首相官邸や議員会館・霞ヶ関の官僚ビル群は、２年前よりエアコンフィルターが毎日

交換され、大型の空気清浄機も導入されましたか？それらの納入業社の売上は５年前

の150倍にもなっている。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12131424142 …

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月16日11:53
平和なのは札幌だけかな？

お風呂なう。

湯治でダメなら、帰りに歯医者〜(-.-;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12131424142
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2015年7月16日16:33
歯医者は要らなさそうにゃ♪

普通にソバ食べて

買い出しして帰るにゃ♪

（三毛猫モードｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月16日16:48
スゲエ地震。(・_・;)
そして台風直撃。

ヽ（・＿・；）ノ

無事なのは札幌だけかぁ〜？ｗ

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
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（７月17日）　苦し紛れに「エルさんにお願い！」したら何やら鍼麻酔？のような、
超自然的な治癒術を施してくれたらしく…

http://85358.diarynote.jp/201507170137579941/

モブリット萌え〜…♪
2015年7月17日 日常 コメント (1)

…え〜と？…
こんばんわ？に、なっちゃいました。

何故かすでに

０７月１７日。

０１：０７。です。（＾＾；）

昨日、銭湯出撃と買い出しから帰投してすぐ、軽く１時間の仮眠のつもりで横になって…
目覚ましを止めて寝なおしたのは記憶にあります。

（＾＾；）

変な夢に半分うなされながら爆睡して、

起きたらフルレンジで６時間睡眠？　経っちゃってました…☆

で、起き抜けの「脳内放送」は何故かこの曲。

https://www.youtube.com/watch?v=zifNaoOPmSE
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乃木坂46　『狼に口笛を-ダンスバージョン-』
？（＾＾）？

…ま、「添い寝」をお願いしていた狼さんの自己主張？だろうということで、
（＾＾；）

現在は気分でこっちを聴いております…
https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs
Wiccan Goddess Chant 

オヤシラズの激痛は、ほんと痛くて痛すぎて、無意識に「呼吸が荒くなる」。

冷や汗だらだらレベルだったんですが、苦し紛れに「エルさんにお願い！」したら何やら鍼麻酔

？のような、超自然的な治癒術を施してくれたらしく…左の頬がぱんぱんに腫れてしまいまし
たが、感覚も麻痺して、痛みは感じなくなり…。

いや、客観的かつ科学的に診断したら、「虫歯の根本に菌がはいって化膿している」という状況

としか思えないので、これでさらに激痛が走ったり赤くなったり発熱したり、していたら、諦

めて、「人間の歯医者さん」に行くしかないか…

とは、一応、覚悟を決めてたんですが。（＾＾；）＜歯医者が大嫌い…

腫れは麻酔と殺菌？として作用していて、悪化する気配はなく、痛みは治まり、ごはんも（やわ

らかいものなら）食べられるので…

敗者には、ならずにすみそうです…（＾＾；）…☆

…えぇ。左の下顎がぱんぱんに腫れているので、見た目はアレなんですけどね〜…★

「…まぁ♪　【狼さん似のモブリットさん】（原作版）とお揃い…♪」

とかいって鏡を覗いて本人が歓んじゃってるので…ｗｗｗｗｗ

まぁ、他人の目なんか、ほっとけ…ｗｗｗｗｗ

       
 

コメント

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日2:02
しかしまだ「ポテチも噛めない」のが現状です。

（：：）

うちごはんは雑炊にしちゃえばいいけど、

バイトのお弁当を、どうしようか…★
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（７月17日）

http://85358.diarynote.jp/201507170230575421/

伊予が、いよいよ？（〜〜；）

2015年7月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
The Witchcraft Song Collection - Chants, rites, spells, dance songs 

さてと…（〜〜；）…
りすが動けないあいだに、何ですか、この地震の多さは…？？

地震マップ @eq_map · 4 分4 分前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ61.6km 2015/07/17 01:56:30 http://j.mp/1I6eu8v

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.9】国後島近海 深さ79.2km 2015/07/16 19:28:38 http://j.mp/1f6Hf9y

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.2】青森県東方沖 深さ20.8km 2015/07/16 17:38:06
(G)http://j.mp/1LbTOhZ (アニメ)http://j.mp/1f6qifD

http://85358.diarynote.jp/201507170230575421/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507170230575421/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507170230575421_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507170230575421_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150717/85358_201507170230575421_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
http://j.mp/1I6eu8v
http://j.mp/1f6Hf9y
http://j.mp/1LbTOhZ
http://j.mp/1f6qifD


地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第8報)◆◆【M4.1】与那国島近海 深さ40km 2015/07/16
14:12:30発生 最大予測震度2 http://j.mp/1Hzto3k

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.2】国後島近海 深さ70.2km 2015/07/16 12:41:34
(G)http://j.mp/1TDBH5K (アニメ)http://j.mp/1M71tgH

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.9】HOKKAIDO, JAPAN REGION 39.8km 2015/07/16 10:15:09JST, 2015/07/16
01:15:09UTC
(G)http://j.mp/1gCRDqX (USGS)http://j.mp/1fKD5oS

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.8】青森県東方沖 深さ8.7km 2015/07/16 10:15:08
(G)http://j.mp/1gCQHCP (アニメ)http://j.mp/1fKBMpS

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約30km M4.4 16日10時15分頃発生 
(G)http://j.mp/1fKBgIt (気象庁)http://j.mp/1fKBAHt

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.5】青森県東方沖 深さ34.8km 2015/07/16 10:15:09 [AQUA-REAL]
http://j.mp/1fKBgIt

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 苫小牧市 
【M4.6】石狩平野 深さ130.9km 2015/07/16 06:14:09
(G)http://j.mp/1DhIYPo (Y)http://j.mp/1MuO3ce (アニメ)http://j.mp/1MuO4gm

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ5.5km 2015/07/16 03:53:39 http://j.mp/1Ljl4cI

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M2.9】青森県西方沖 深さ25.4km 2015/07/16 02:28:11 http://j.mp/1f4bWfy

地震マップ @eq_map · 7月15日 
【M2.6】苫小牧南方沖 深さ87.7km 2015/07/16 00:55:07 http://j.mp/1SnfGG3
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http://j.mp/1fKBgIt
http://j.mp/1fKBAHt
http://j.mp/1fKBgIt
http://j.mp/1DhIYPo
http://j.mp/1MuO3ce
http://j.mp/1MuO4gm
http://j.mp/1Ljl4cI
http://j.mp/1f4bWfy
http://j.mp/1SnfGG3


地震マップ @eq_map · 7月15日 
【M2.5】北海道南西沖 深さ13.5km 2015/07/16 00:46:25 http://j.mp/1L9TtMK

…うん。「地元」は、まだしも…

八丈あたりは回数多すぎてコピペもとれない…
（＞＜；）

地震マップ @eq_map · 53秒53秒前 
◆◆緊急地震速報(第3報)◆◆【M5.8】八丈島近海 深さ10km 2015/07/17 02:15:44発生
最大予測震度3 http://j.mp/1L8R5Wi

で、さらに「和歌山沖」が記録更新中で…？

「被曝避難」「希望先」だった南米が、こうだから…

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M6.5】BARBADOS REGION, WINDWARD ISLANDS 33.0km 2015/07/17 00:16:34
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Dj8Me2 (USGS)http://j.mp/1K9gfkL

大丈夫なのか「世界最貧国」地帯…？

津波で被害が出たって、もはや「世界経済」には「他国の救難」なんか、している余裕、残って

いないぞ…？？
 
    
 

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7月17日2:39
宇宙天気ニュース @swnews · 12 時間12 時間前 
[記事] 太陽風は500km/秒の高速風です。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。 http://swnews.jp
#swnews

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日2:43
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5 時間5 時間前 
気象庁には、昨年9月27日、御嶽山で63人が死亡した責任をとってもらわなければならない。噴火
予知はできないのだから、できないとしてれば責任はとらなくてよかった。しかし、噴火予知で

きる（する）と2007年12月に法律改正したのだから、死んだ63人にたいして責任がある。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日2:47
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
神奈川県知事による圧倒的な政治権力の下で（科学の）情報発信が滞っていると評価せざるを得

ない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 12時間12時間前 
6月29/30日の箱根山噴火は、たしかにとても小さかった。噴火と言いたくないくらいの噴火だ
った。100トンしかでなかった。しかし、それでも噴火だ。気象庁は火山監視機関として「噴火の
記録基準」を定めているのだから、それに基づいた業務を淡々としてもらわないと国民が困る。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 15時間15時間前 
小さな噴火はしょっちゅう起こる。大きな噴火はめったに起こらない。未来を予想しようとして

過去をひも解くと、しょっちゅう起こる小さな噴火に目を奪われがちだ。めったに起こらないが

確実に起こってきた大きな噴火に注目して、今回がそれかもしれないと想像するのが専門家の仕

事だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日2:49
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
さて、さて、地元経済への影響があまりに大きいからこのようなハザードマップはつくれない
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のか。影響が大きいからこそ（リスクが大きいからこそ）、ハザードマップつくって机上演習す

る価値があるはずなんだけどな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日4:01
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
北海道

十勝岳と雌阿寒岳で、7月13日から地震が増加。6月に雌阿寒付近で群発地震があり、噴煙も多
くなって来ていた矢先→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618984551751118848 …）

札幌管区気象台「雌阿寒岳：13日から地震が増加しています」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日4:01
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
北海道：十勝岳。

6月から噴煙の量が異常に多くなってい
た→（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/610976147531239424 …）

札幌管区気象台「7月13日から火山性地震が増加しています。火山活動が高まる傾向にあります。
今後の推移に注意して下さい」
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（７月17日）　自分が今生で行政官やってなくて、本当に良かった！と、つくづく思
う昨今…★

http://85358.diarynote.jp/201507170333193645/

伊予、０．１μ超。フクイチ、浸水。

2015年7月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【福島県 警報情報 2015年07月16日 21:49】
浜通りでは、１６日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［浜通り南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【東北地方 気象情報 2015年07月16日 20:33】
東北地方の太平洋側では、これまで降った雨により地盤の緩んでいる所があり、増水

している河川もあります。土砂災害、河川の増水、はん濫に警戒し、低い土地の浸水

、落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【福島県 土砂災害警戒情報 2015年07月16日 18:19】
福島県に発表されていた土砂災害警戒情報はすべて解除されました。
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特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【福島県 阿武隈川上流はん濫注意情報 2015年07月16日 18:06】
阿武隈川の阿久津水位観測所（郡山市）では、16日17時40分頃に、はん濫注意水位（
レベル２）に達しました。水位はさらに上昇する見込みです。今後の洪水予報に注意

して下さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【福島県 土砂災害警戒情報 2015年07月16日 16:55】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼いわき市▼白河市▼棚倉町

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【福島県 土砂災害警戒情報 2015年07月16日 15:02】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼塙町▼鮫川村▼石川町▼平田村▼古殿町▼葛尾村▼いわき市▼白河市▼田村市▼棚

倉町▼小野町▼川内村▼大熊町▼浪江町

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【福島県 阿武隈川上流はん濫注意情報 2015年07月16日 14:42】
阿武隈川の須賀川水位観測所（須賀川市）では、16日14時20分頃に、はん濫注意水
位（レベル２）に達しました。水位はさらに上昇する見込みです。今後の洪水予報に

注意して下さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【福島県 警報情報 2015年07月16日 14:42】
次の地域に警報が発表されています。

［中通り中部］大雨

［中通り南部］大雨・洪水

［浜通り北部］大雨・洪水

［浜通り中部］大雨・洪水

［浜通り南部］大雨・洪水

＜全警戒解除＞

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

フクシマにすげぇ雨が降ってるようで…
吹き飛ばされた放射性物質は、他地域に、襲い掛かるわけで…



特務機関NERV @UN_NERV · 24分24分前 
【和歌山・熊野川が氾濫】

和歌山県と和歌山地方気象台は、17日午前2時に新宮市熊野川町の日足地区で熊野川が
氾濫したと発表しました。

http://nerv.link/o7Xxwc

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【徳島・那賀町 一部に避難指示】
徳島県那賀町は町内全域に避難勧告を出していますが、▽鷲敷地区の1039世帯2563人
▽木頭川切地区の101世帯202人▽木頭出原地区の114世帯202人の合わせて1254
世帯、2967人に対しては午前0時に避難指示に切り替えました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【愛媛県に「記録的短時間大雨情報」】（続き）

災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して安

全を確保するよう呼びかけています。

（2015年7月17日 0:57 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【愛媛県に「記録的短時間大雨情報」】

気象庁によりますと、レーダーによる解析で午前0時半までの1時間に愛媛県新居浜市
付近と愛媛県四国中央市付近で、いずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ
ます。

http://nerv.link/E5FblD

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【愛媛県 記録的短時間大雨情報 2015年07月17日 00:52】
０時３０分愛媛県で記録的短時間大雨

新居浜市付近で約１００ミリ

四国中央市付近で約１００ミリ

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年07月16日 23:46】
関東甲信地方では、降り始めからの雨量が３００ミリを超えた所があります。１７日

にかけて山沿いを中心に大雨となり、総雨量がかなり多くなる見込みです。（続く）

http://nerv.link/o7Xxwc
http://nerv.link/E5FblD


特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
（続き）外海ではうねりを伴い大しけとなっており、三重県では猛烈なしけとなって

います。高波にも警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【中国地方 気象情報 2015年07月16日 23:19】
大型で強い台風第１１号は四国地方に上陸しました。１７日朝には中国地方に再上陸

のおそれがあります。暴風、高波、土砂災害、浸水害、河川の増水やはん濫、高潮に

警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年07月16日 23:15】
台風第１１号の中心は、１６日２３時頃に、高知県室戸市付近に上陸しました。

火山たんさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 4時間4時間前 
室戸岬が台風の目に入った 
https://twitter.com/usa_hakase/status/621668930189291520/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【徳島・阿南市 3万300人余に避難指示】
徳島県阿南市は、午後10時40分、市内で土砂災害のおそれがある地域の合わせて1
万2099世帯、3万379人に避難指示を出しました。
http://nerv.link/3yUqdL

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【高知・馬路村で避難指示・勧告】（続き）

日浦地区では、去年8月の大雨で土砂崩れが起きていて、馬路村は村に土砂災害警戒情
報が出されたのに伴い、避難指示を出しました。また、馬路村は日浦地区を除く村内

の全域、456世帯947人にも避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【徳島県に「記録的短時間大雨情報」】（続き）

災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して安

全を確保するよう呼びかけています。

（2015年7月16日 22:27 NHK）

https://twitter.com/usa_hakase/status/621668930189291520/photo/1
http://nerv.link/3yUqdL


特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【徳島県 記録的短時間大雨情報 2015年07月16日 22:19】
２２時徳島県で記録的短時間大雨

上勝町付近で約１２０ミリ

三好市付近で約１１０ミリ

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【中央本線[高尾〜大月] 運転見合わせ 2015年7月16日 22:05】
台風11号の影響で、再度、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転見合わせ 2015年7月16日 21:51】
台風11号の影響で、小田原〜熱海駅間の運転を見合わせています。

務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【和歌山県 警報情報 2015年07月16日 21:32】
次の地域に警報が発表されています。

［紀北］大雨・洪水・暴風・波浪・高潮

［紀中］大雨・洪水・暴風・波浪・高潮

［田辺・西牟婁］大雨・洪水・暴風・波浪・高潮

［新宮・東牟婁］大雨・洪水・暴風・波浪・高潮

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【鳥取県 警報情報 2015年07月16日 20:29】
鳥取県では、１７日未明から１７日夕方まで暴風に警戒してください。

［鳥取地区］暴風

［八頭地区］暴風

［倉吉地区］暴風

［米子地区］暴風

［日野地区］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【高知・安芸市の６世帯に避難指示】（続き）

安芸市は、災害の危険性が高まっているとして、住民に近くの公民館などにすぐに避

難するよう要請しています。

（2015年7月16日 17:37 NHK）



特務機関NERV ＠UN_NERV · 10時間10時間前 
【東京都 警報情報 2015年07月16日 17:17】
次の地域に警報が発表されています。

［多摩北部］大雨

［多摩西部］大雨

［多摩南部］大雨

［大島］波浪

［新島］波浪

［八丈島］波浪

［三宅島］波浪

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 12時間12時間前 
【台風11号】この時間になって、避難準備情報を【避難勧告】に切り替える自治体
が徐々に増えてきました。「暗くなる前の早めの避難」をお願い致します。

〔台風11号〕各地で避難情報相次ぐ　明るいうちに安全確保を(16日15時現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150716-00000007-rescuenow-soci …

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 12時間12時間前 
総務省消防庁◆平成２７年台風第１１号に係る被害状況等について（第3報）
http://www.fdma.go.jp/bn/2015/detail/920.html …
■人的被害

群馬県：1人（軽傷）
■物的被害

栃木県：1棟（床下浸水）
群馬県：1棟（床下浸水）
東京都：1棟（床下浸水）

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 交通チーム @level4_r · 21時間21時間前 
16日06:10現在、台風11号により次の線区に影響が出ています。
■運転見合わせ

中央本線(高尾〜甲府)、御殿場線(松田〜御殿場)
■ダイヤ乱れ

東海道本線(東京〜熱海〜豊橋)、八高川越線(八王子〜高麗川)、紀勢本線(亀山〜新宮)、
名松線(松阪〜家城)、小田急小田原線

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150716-00000007-rescuenow-soci
http://www.fdma.go.jp/bn/2015/detail/920.html


深夜の荒天で、万単位の人間を、どうやって避難させて、どこに収容するんだよ…？
（〜〜；）…

自分が今生で行政官やってなくて、本当に良かった！と、つくづく思う昨今…★

それにつけても。

…地震と台風と放射能の集中攻撃か…

まさに、旧約聖書な世界だな…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日3:34
防災と報道関係者が過労で倒れるのは間違いない…
（－－；）

私も寝なおします。今日はバイトだ~
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（７月17日）　おやすみ〜（仮眠！）。 （０４：０３）。

http://85358.diarynote.jp/201507170403199784/

【避難するなら無駄にならないよう一刻も

早く。】

2015年7月17日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (1)

ＮＩＰＰＯＮ、終了…

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【安保法案 衆院本会議で可決】（続き）
仮に参議院で採決が行われない場合でも、自民・公明両党は、いわゆる「60日ルール
」を使って衆議院で再可決することも可能で、安全保障関連法案は今の国会で成立す

る公算が大きくなりました。

（2015年7月16日 14:10 NHK）

魔ぁ皆さん、アタマが沸いているのよね…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3 時間3 時間前 
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これ、どうなってんだろう

NHKは「予報通り：台風がやばい」と言ってるけど、この高知大学の天気図を見ると
、台風は、どんどんズレて、九州の南部だけど？　どうなってんのかな？　この大き

な違い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621710825233887234/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
台風11号。
当初の進路予測とは、かなりズレてきてます。

九州方面へ向かってます。右が当初の台風の進路予測。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
台風11号
かなり進路がズレて来てる。かなりのズレかた。

関東方面は直撃は大丈夫そうです。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621691547067650048/photo/1

…つまり、今、「関東が荒れている」のは、「フクイチ由来の気象変動」と…

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5時間5時間前 
“@ST0NES: 2015.07.06_22.00-01.00.Unit4side 
http://www.youtube.com/watch?v=iVawN4FeVNg …
@TEPCO_Nuclear”
7/4-7/11は井戸のスパイクが激しく出た期間だった。 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/621682704199761921/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
4_Sea_ 
福島米の県外流通量、人口あたり１位東京、２位兵庫、３位沖縄、４位和歌山

http://goo.gl/TSFAL0 　兵庫は岩手産８割混ぜて「神戸育ち」と売るJA、米卸最大手で
国産ブレンド「あかふじ米」売る会社 
https://twitter.com/4_Sea_/status/569032602184626176/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621710825233887234/photo/1
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2015年07月16日21時ごろのF1も録ってみた。@TEPCO_Nuclear
（7月1日あたりも酷かったようだが）凄まじい汚染濃霧がひけて
現場の映像が鮮明になると4号機と #共用プール の間の排気塔の下で
また何かが燃えている？

http://www.youtube.com/watch?v=A_4jWgspKUk …

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
やっぱ、#共用プール で何か起こってるな。
http://twitter.com/ST0NES/status/621659973123112960 …
急ピッチで現場を改造中か？@TEPCO_Nuclear
2015.07.07:http://www.youtube.com/watch?v=oRX1Z2ToZtY …
2015.07.09:http://www.youtube.com/watch?v=hM7HzuxaUNM …

nori @n0ri_tiki · 6時間6時間前 
��ヨガをやっている人は絶対に言わないんだけど、関東圏での(関西もかな)有酸素運
動には注意を。だって毎日大量にフクイチからフレッシュな放射能が空へ海へ。仮に

フクイチが収束出来ている状態でも有酸素運動は肺の奥まで空気を吸い込むんで危な

いですよ。

un志水　満 @tennsi21 · 7時間7時間前 
あまりに恐ろしい原発が噴火する〜フクイチは危険な状態にある！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306041&g=131208 …：百数十トンの溶
融燃料塊→地下深く沈んで岩盤が、中性子反射板となって再臨界、地下水で水蒸気爆

発→最悪は激しい核分裂反応→核爆発へ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
どう考えてもおかしいと思う

社会実験って。

「18日から東京湾で海水浴場をオープンし、需要や安全性を確認する社会実験を開始
する。→　いいか、よく聞けよ。顔は絶対に海水へつけるなよ

（http://www.yomiuri.co.jp/national/20150714-OYT1T50054.html …）」

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://www.youtube.com/watch?v=A_4jWgspKUk
http://twitter.com/ST0NES/status/621659973123112960
http://www.youtube.com/watch?v=oRX1Z2ToZtY
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4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 14時間14時間前 
「江崎グリコは農林水産省の「食べて応援しよう！」プロジェクトに賛同しています

」同社アイスのHP。原乳の産地は「案内しない」 http://goo.gl/ThZUZm 比較的安全と
言われる赤ちゃん用の粉ミルク「アイクレオ」ってグリコグループだよね・・★加工

食品と産地★の話題

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 16時間16時間前 
今日の犬吠埼 7/16 11:25 紫色一色 台風11号接近 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/621506030623567876/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
福島民報 @FKSminpo · 17時間17時間前 
トリチウム２０００ベクレル検出　第一原発井戸、過去最高値 http://ift.tt/1Gn7te2 福島
民報 [県内ニュース] 　#fukushima #福島

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 21時間21時間前 
ハーゲンダッツのアイスクリームは群馬のタカナシ乳業の工場で作られているよう

です。世界三工場のうちの一つです。豆知識ね

http://matome.naver.jp/odai/2137646284270188401 …　★加工食品と産地★の話題

AKIRA 2024さんがリツイート 
京丸奇談 @doederleini · 7月12日 
全身性エリテマトーデスも橋本病もバセドウ病も強皮症も、とにかく自己免疫疾患っ

て原因不明なもんばっかりだけどさ、結局、被曝症状なんじゃないの？って思ってる

。あくまでも私見ですが。圧倒的に女性がなりやすいってのも、示唆的だなあ。男性

のカナリアさんって、聞かないもんなあ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 7月11日 
チェルノブイリとフクシマを比べると、核燃料由来放射性微粒子の吸引を防ぐのに医

療用のマスクが必要な点は同じだが、偶に放射性ガスが流れてくる点が異なると言

える。フクシマでは石棺が作れていないので、ガスが来ているときは、ガスマスクを

しないとｗ　医療用のマスクとガスマスクの二種類が必要

AKIRA 2024さんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 6月25日 

http://goo.gl/ThZUZm
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/621506030623567876/photo/1
http://ift.tt/1Gn7te2
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太陽がのぞいていても、すっきりと晴れた青空はみえない。温度が上がらなくても蒸

発するトリチウム水が漂い始めたからだ。トリチウムの霧を吸い込めば被曝する。ひ

との身体は水とトリチウムを区別できない。細胞をトリチウムで構成してしまうから

、もろに被曝して病に倒れる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月19日 
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 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年6月5日 
水俣では200万人も被害が出たのか…。
「病院に入院させたら、漁業組合長が病院から連れ出したって。なんでって、魚が売

れなくなるから。それで、どんどん増えて行ってしまった。だから、いま「風評被害

」だとかいってごまかしてしまうのといっしょ

」http://fukushima20110311.blog.fc2.com/page-2.html

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年2月17日 
南房総・富浦に在住の漁師、イッコウさんのインタビューによると、奇形魚が揚がる

のは最近顕著になってきており、放射性物質が畳まりやすい海底に生息するヒラメ、

スズキなど海底魚と、生態系の上にいるブリ、マグロ、カツオなど大型魚に奇形が多

いと指摘。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月11日 
水槽に使っていた LEDライト。凄まじい電磁波を本体からもアダプターからも出して
いた。飼育していた青文魚（セイブンギョ）の鱗がおかしくなってしまったのは、こ

のせいだろうか。LEDにセロファンを貼っていたら退色。紫外線まで出している？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 

http://fukushima20110311.blog.fc2.com/page-2.html


八丈島近海の群発地震

ちょうど、箱根〜富士山ラインの「富士火山帯」の帯の上。　南下すれば、こないだ

の（小笠原 M8.5の巨大地震の震源）と（海底火山：西之島）がある。すぐそばに、こ
ないだから活発な「フィリピン海プレート」の境界部

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621633902185050112/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
八丈島近海の群発地震

15日16時ごろから始まり、今日も18時ごろから連発してる。これ（震度）が小さい
のは、あたり前で、地震計から遠いから。マグニチュードは大きいから注意した方が

良いです。震源は、箱根〜富士の火山帯のライン

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621627175616131072/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 

T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
八丈島近海の有感地震

7月15日
16時09分：マグニチュード3.8
16時18分：M3.9
16時23分：M3.9
17時01分：M4.6
17時06分：M3.9

7月16日
10時15分：M4.5
15時13分：M4.7
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621542639339343872 …

…そこに、浜岡原発が、ある…
 
       
 

コメント

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621633902185050112/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621627175616131072/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621542639339343872


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月17日4:03
おやすみ〜（仮眠！）。
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（７月17日）　まだ左顎のラインは「モブリット状態」で、

http://85358.diarynote.jp/201507170845196762/

NHKは「予報通り：台風がやばい」と言ってるけど／気象衛星で
みると、台風 11号は既に形が崩れてしまってます。

2015年7月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

あらためまして、おはようございます。

０８：１２です。

今朝のお目覚め音楽はＣＤでこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=qSmqUGtI_nk
Deep Forest - Comparsa [FULL ALBUM] 

精神状態良好。体調まぁまぁ。

まだ左顎のラインは「モブリット状態」で、

（＾＾；）

口を大きく開けられないし噛めないので食べるのに不自由してますが…
（－－；）

２日で１kg痩せてましたしね〜★
ダイエットしろってことでしょうかね〜…☆
ｗ（＾＾；）ｗ
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札幌は気温２２℃。快晴無風。

湿度は低いですが、ストロンチウムは相当侵入してきてます。

吸気と飲食水被曝はどうにもなりません。

でも台風とは無関係。（＾＾；）

札幌市政、目下喫緊の悩みは「渇水」です…☆

…ところで。なにか、「台風の情報が」変です…？？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16 分16 分前 
台風11号「目」が消えた
（6時の衛星画像＝台風の東側の東北まで伸びてる雨雲に要警戒ですという図）（日本
気象協会：最新の進路予測）（気象庁ほか、次の台風12号が、11号と同じような進路
、今後の情報を得て下さいという天気図）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 58 分58 分前 
17日06:50現在、台風11号は倉敷市付近にあり、中心気圧は985hPa、北北西に20km/h
の速さで進んでいます。台風11号の暴風域はありません。 なお、暴風域はありませ
んが、引き続き強風や高波に十分な警戒が必要です。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年07月17日 06:33】
台風第１１号の中心は、１７日６時過ぎに、岡山県倉敷市付近に上陸しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【奈良・十津川村の一部に避難指示】

奈良県十津川村は、十津川が増水して氾濫するおそれがあるとして、川沿いの滝川地

区から折立地区までのうち、国道168号線よりも標高の低い地域を対象に午前6時に避
難指示を出しました。

http://nerv.link/TEEvas

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【和歌山県 警報情報 2015年07月17日 06:08】
次の地域に警報が発表されています。

［紀北］大雨・洪水・暴風・波浪・高潮

［紀中］大雨・洪水・暴風・波浪・高潮

［田辺・西牟婁］大雨・洪水・波浪・高潮

［新宮・東牟婁］大雨・洪水・波浪・高潮

http://nerv.link/TEEvas


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
（続き）外海ではうねりを伴い大しけとなっています。高波にも警戒してください。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3時間3時間前 
総務省消防庁◆平成２７年台風第１１号に係る被害状況等について（第4報）
http://www.fdma.go.jp/bn/2015/detail/920.html …
重傷１人（山口１）

軽傷２人（群馬・三重）

床上浸水５棟（茨城３栃木２）

床上浸水３４（福島３茨城３栃木１６群馬１埼玉１０東京１）

埼玉県桶川市に不明者の情報あり

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4時間4時間前 
17日03:55現在、大型で強い台風11号は観音寺市付近にあり、北北西に20km/hの速さ
で進んでいます。

今後暴風に警戒が必要な地域は次の通りです。

●暴風域

高知県、愛媛県、香川県、徳島県、広島県、岡山県、和歌山県、兵庫県 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/621765979832483841/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 
気象衛星でみると、台風 11号は既に形が崩れてしまってます。
https://twitter.com/cmk2wl/status/621762044753235968/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
これ、どうなってんだろう

NHKは「予報通り：台風がやばい」と言ってるけど、この高知大学の天気図を見ると
、台風は、どんどんズレて、九州の南部だけど？　どうなってんのかな？　この大き

な違い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621710825233887234/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
台風11号。
当初の進路予測とは、かなりズレてきてます。

九州方面へ向かってます。右が当初の台風の進路予測。 

http://www.fdma.go.jp/bn/2015/detail/920.html
https://twitter.com/rescuenow_net/status/621765979832483841/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/621762044753235968/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621710825233887234/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
台風11号
かなり進路がズレて来てる。かなりのズレかた。

関東方面は直撃は大丈夫そうです。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621691547067650048/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
台風11号
16時の位置と今後の進路予測。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前 
台風11号接近
「避難勧告、避難準備」が増え出しています。16日15時55分現在、48の地域。台風か
らは離れている茨城、埼玉の一部地域もあり。

厳重な警戒を呼びかけています。http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621576018562670592/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
7月15日、夕方の八丈島近海の群発地震。
おかしくなってきてるのは7月13日の深夜からみたい。
八丈島は、こないだ起こった小笠原M8.5の巨大地震、海底噴火を続ける西之島の火山
帯のライン。箱根〜富士山へ通じる「富士火山帯ライン」

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」が昨夜からデータ更新中という

表示で止まってます。

こんな時は要注意。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
07月16日
10時15分09秒：青森県沖：M4.9
10時15分49秒：八丈島近海：M4.8
昨日から八丈島近海が変だ。太平洋側の地震と、ほぼ同時刻で連動して地震が起こっ

てる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
台風11号：09時の位置。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621691547067650048/photo/1
http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621576018562670592/photo/1


気象庁・11号の特徴（雨台風。台風の東側にも雨雲が発達する。速度が自転車並み＝
長時間、雨が降る。中心気圧960 ヘクトパスカル＝あまり衰えていない）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7月15日 
07月16日03時45分
東京都の広い範囲に、気象庁「大雨、雷、洪水 注意報」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621392245653024768/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
北海道

十勝岳と雌阿寒岳で、7月13日から地震が増加。6月に雌阿寒付近で群発地震があり、
噴煙も多くなって来ていた矢先→

（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618984551751118848 …）
札幌管区気象台「雌阿寒岳：13日から地震が増加しています」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
北海道：十勝岳。

6月から噴煙の量が異常に多くなっていた→
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/610976147531239424 …）
札幌管区気象台「7月13日から火山性地震が増加しています。火山活動が高まる傾向に
あります。今後の推移に注意して下さい」

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/621392245653024768/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/618984551751118848
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/610976147531239424


（７月17日）　…え？アルマンディン兄様なの…？？

http://85358.diarynote.jp/201507180006095738/

気象庁て組織的にインチキしてたの？ ／放射能雲が来ないように
人工降雨を発生させ、◆◆◆を犠牲にした。

2015年7月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (9)
おばんです。２３：２５。

札幌は２０℃。無風、乾燥。でも水蒸気に潜んだ「放射能臭さ」は呼吸困難寸前です。（＝＝＃

）

寝る前にざっくり情報チェックだけします…。

（で、なんで、「脳内放送」がコレなの？狼さん…？？）
https://www.youtube.com/watch?v=UkHjS5QW7jw
さよなら　オフコース 

…え？アルマンディン兄様なの…？？

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
気象庁がコアグループにインチキ情報流してこの国の火山防災やってるということ

なの？

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
早川由紀夫さんがリツイートしました 生やし長二郎（正常）
コアグループのために調製された情報は科学的に正しくないことがありうると自信た

っぷりにゆってる。気象庁て組織的にインチキしてたの？ 

早川由紀夫さんがリツイート 
EX-SKF @EXSKF · 16時間16時間前 
気象庁職員を名乗る人から届いた批判 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/848299 早
川せんせいのまとめなのだが、気象庁職員という人のツイを読んで、気象庁というの

は科学組織なのか、政治組織なのか、どっちなのかと思っていた答えがあったと思う

。（後者）

http://85358.diarynote.jp/201507180006095738/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507180006095738/
https://www.youtube.com/watch?v=UkHjS5QW7jw
http://togetter.com/li/848299


…だって気象庁ってばもともと、
「花粉」は予報できるのに、

「放射性物質は存在することすら感知できない」存在じゃん…？

https://www.youtube.com/watch?v=xq95tN57bvQ
さよなら - オフコース 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
科学の前に政治をするからそういうこことになる。科学をやったあとで、好きなよう

に政治をしろ。

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 14時間14時間前 
君はルビコン川を渡ったのだ。さあ、原稿を書きなさい。

特務機関NERV @UN_NERV · 54 秒54 秒前 
【大津市 新たに一部地域171人に避難指示】（続き）
大津市ではこのほか、葛川学区の139世帯264人と、木戸学区の1883世帯4735人に避難
指示が出ています。

（2015年7月17日 23:40 NHK）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 11分11分前 
#避難情報(17日23:00現在)
【避難準備情報】

・奈良県：十津川村、黒滝村

・和歌山県：御坊市、日高川町、美浜町、有田市、北山村、海南市、紀美野町、紀の

川市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 12分12分前 
#避難情報(17日23:00現在)
【避難準備情報】

・京都府：大山崎町、京都市、八幡市、向日市、福知山市、長岡京市

・大阪府：八尾市、吹田市、四條畷市、大東市、東大阪市、河内長野市、箕面市、阪

南市

・兵庫県：宝塚市、川西市、洲本市、神戸市西区、西宮市、高砂市

https://www.youtube.com/watch?v=xq95tN57bvQ


レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 13分13分前 
#避難情報(17日23:00現在)
【避難勧告】

・和歌山県：みなべ町、印南町、日高川町、美浜町、有田川町、田辺市、紀の川市

【避難準備情報】

・静岡県：静岡市

・滋賀県：日野町、高島市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 14分14分前 
#避難情報(17日23:00現在)
【避難勧告】

・兵庫県：三田市、宝塚市、洲本市、神戸市中央区、神戸市兵庫区、神戸市北区、神

戸市垂水区、神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市長田区、神戸市須磨区

、篠山市、芦屋市、西宮市

・奈良県：十津川村

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 15分15分前 
#避難情報(17日23:00現在)
【避難勧告】

・山梨県：上野原市

・滋賀県：大津市、高島市

・京都府：京都市、宇治市

・大阪府：島本町、池田市、箕面市、茨木市、能勢町、豊能町、高槻市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 15分15分前 
#避難情報(17日23:00現在)
【避難指示】

・神奈川県：箱根町

・兵庫県：西宮市、高砂市

・和歌山県：由良町、古座川町

特務機関NERV @UN_NERV · 41分41分前 
【大阪府 淀川水系寝屋川流域はん濫注意情報 2015年07月17日 23:02】
寝屋川流域では、はん濫注意水位（レベル２）に達しました。

　今後の洪水予報に注意して下さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 



【兵庫県 警報情報 2015年07月17日 16:18】
次の地域に警報が発表されています。

［阪神］大雨・洪水

［北播丹波］大雨・洪水

［播磨北西部］大雨・洪水

［播磨南東部］大雨・洪水

［播磨南西部］大雨・洪水

［淡路島］大雨・洪水

［但馬南部］大雨・洪水

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 8時間8時間前 
17日15:50現在、台風11号は倉吉市の北西約40kmにあり、中心気圧は994hPa、北
に15km/hの速さで進んでいます。台風11号の暴風域はありません。暴風域はありませ
んが、引き続き強風や高波に十分な警戒が必要です。

https://twitter.com/rescuenow_net/status/621943043977904128/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【兵庫県 警報情報 2015年07月17日 14:31】
次の地域に警報が発表されています。

［阪神］大雨・洪水

［北播丹波］大雨・洪水

［播磨北西部］大雨・洪水

［播磨南東部］大雨・洪水

［播磨南西部］大雨・洪水

［淡路島］大雨・洪水・波浪

［但馬南部］大雨・洪水

…なにかが変だ…

…なにかが変なんだけどなぁ…

…なにが、変なんだろお…？？

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

https://twitter.com/rescuenow_net/status/621943043977904128/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=VwJruL9nBwQ


AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4時間4時間前 
北米西海岸で黄色い雨を測定した人がいます。

Godlike Productions
RADIATION / YELLOW RAIN. WEST COAST / EVACUATION WARNING> NOV 2011
http://inventsolitude.sblo.jp/article/153323796.html …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4時間4時間前 
原発問題2014-04-20　関東平野には、乾くと黄色や白色の微粉末がそこらじゅう付着
する雨が何度も降った。あらゆるものが汚染

http://inventsolitude.sblo.jp/article/153323796.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 6月22日 
「PM2.5は中国から来る」って思ってる人が多いけど、
福島からも出てることに気づいてない人、多いよね。

それが水蒸気となって日本上空を舞ってる。

これは緊急事態なんだよね‥

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月23日 
熱力学の第二法則のように、

1. 西日本の湿度が低い場所に、福島で発生した高湿度が流れ込む。
2. 福島近傍で高湿度なので、西日本の湿度は地元に停滞する。
3. 重いトリチウムは下層、軽い普通の湿度は上層で交互にまざっている。
1.と 3. なら、西日本の高湿度は危ない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 11時間11時間前 
放射能の廃液は、プルトニウムが勝手に濃縮して核爆発を起こしたりする。米国のハ

ンフォードでもその可能性が生じていた溝は「除染」され、核爆発の危機をなくすこ

とができた。ウラルの核惨事の報告を受けたとき、イギリスの原子力委員会は、廃液

が核爆発するわけない。原子炉の爆発だろう、と否定した

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 11時間11時間前 
続）この事故以来、ソ連はフォールアウトの悪影響を研究の結果把握し、ノヴァヤゼ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/153323796.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/153323796.html


ムリャ島での核実験の際のフォールアウトの量や降下領域をコントロールするよう

になった。だからチェルノ際は、空軍パイロットが出動してモスクワに放射能雲が来

ないように人工降雨を発生させ、ベラルーシを犠牲にした。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
犬吠埼 7/17 10:00 7/9以降紫色継続。
台風11号由来の厚い雲の上部は白く、雲より下〜海面は紫色が濃い。 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/621868982203625473/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 14時間14時間前

失神はベータ線内部被曝の典型的症状。

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 14時間14時間前

９条より生存権だよな

ひばくだよ

真の脅威は

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月15日 
神奈川で！小児病棟が白血病児で万床 ”1歳前後の赤ちゃんの白血病も増えてる”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f20e5f9b79a04a2e9005510744244964 …

https://www.youtube.com/watch?v=dJ9ve_EGYmw
たしかなこと - 小田和正
 
       
 

コメント

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/621868982203625473/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f20e5f9b79a04a2e9005510744244964
https://www.youtube.com/watch?v=dJ9ve_EGYmw
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7月18日0:14

neko-aiiさんがリツイート 
多田 将 @sho_tada · 2 時間2 時間前 
森元「国がたった2500億円出せなかったのかね」
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150717-00000050-ann-pol …
1000兆円もの借金を、こいつらがどうのようにしてつくったのか、よく判る象徴的な発言
たった2500億なんやから、おまえの個人資産でどうぞ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:27

neko-aiiさんがリツイート 
きむらゆい@フォーラム4 @yuiyuiyui11 · 7月15日 
報ステ

野党が請求したイラク紛争時の自衛隊の資料。出すと言いながら真っ黒塗りで提出。秘密保護法

ごで全て隠されることが露呈。こんな論議で戦争法案は強行採決された。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:33

amaちゃんださんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton · 4 時間4 時間前  
Thoton & The Newsさんがリツイートしました ねこたまみずき
 
宮崎駿さんの作品が発禁ですか。いよいよ、という感じ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:38
amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
6万人！ 国会前デモの熱気を伝えないNHK、日テレ、フジはどこの国の報道機関なのか
http://lite-ra.com/2015/07/post-1289.html …

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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7月18日0:43

War Is Overさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 6時間6時間前 
「東京の状況は、チェルノブイリのときのキエフと同じ。あのときも、ウクライナ政府はキエフ

の汚染を認めるわけにはいかず、プルトニウム汚染地図では汚染はちょうどキエフ市の手前で

止まっていた。人口の多い首都を避難区域にすることができないから、どうしても汚染の事実を

認めないのだ」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:46

War Is Overさんがリツイート 
ロバさん @boroboro2015 · 7月16日  
ロバさんさんがリツイートしました Ⓜペッコ
NHK社屋も国利競技場も、支配階級が自分の子弟を海外脱出させる資金が必要だから、一気に無
駄遣いし始めたね。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:48

War Is Overさんがリツイート 
村上ダミアン勝ゾンビ地獄多摩篇 @damian16002000 · 7月16日 � 東京都 多摩市 
2015.07.15
東京新聞

「危ないと思ったら撃て」

自衛隊イラク派遣

詳細内部文書判明 

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

2015年7月18日0:49

War Is Overさんがリツイート 
PassyKis @passykis · 7月15日 
今日のような6万人も集まるようなデモの時、最前線に立たされている警察官は20代前半の若者。
戦争も同じなのだろう。安全なところから指示だけ出して姿を見せない人間は、後々何かが起こ

っても責任を取らない。岸信介のように。安倍晋三のように。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:50
War Is Overさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 7月15日 
東芝って、どの部門も赤字のようなんだが、いったいどこで利益を上げているのかね。
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（７月18日）

http://85358.diarynote.jp/201507180032359021/

福島原発で何かあったね／震えや咳を伴う鼻からの出血。苦しん

で最終的に死亡／「もうこの子達を救えない。手遅れ」。

2015年7月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

cmk2wl @cmk2wl · 33 分33 分前 
東電福島原発で何かあったね。

neko-aii @neko_aii · 59分59分前 
2013-04-30
＜保安院の信じられない言葉＞

「日本が終わるということは，国民に説明する必要がない」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0b459fce3006f59b12ea0368bfc27095 …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
【福島第一原発の事故評価】

１号機・レベル７

２号機・レベル７

http://85358.diarynote.jp/201507180032359021/
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３号機・レベル７

４号機・レベル３ 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/17bfa15f77aa2495399c5a9616204a9b …
東電・政府・テレビ・新聞の＜大本営発表＞を信じていたら

われわれは殺される！？

私の思い込みの間違いを告げる、

数字が並んでいた

cmk2wl @cmk2wl · 7月15日 
7月10日 ペルーでアルパカの大量死　171.850頭
雪と氷と強風の温度低下によるものとされている。

https://twitter.com/cmk2wl/status/621372321844998144/photo/1

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 

neko-aii @neko_aii · 7月16日 
毎時0.23μの空間は 53億個の細胞が刺される。
毎時1.0μの空間は 200億個の細胞がヒットを受ける。
直ちに人命に影響はないというが

確実に細胞が傷付けられている　「傷害事件」だ！

確実に寿命が切り取られる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a0fd78680c9cefba3d1116d8e0ea472c …

neko-aii @neko_aii · 7月16日 
放射線管理区域とは、一般人の立入りが禁止の場所

この場所に匹敵する汚染地に１００万人が住んでいる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/39b2da09c4be79fb696814da7852d3be …
南相馬

セシウム１０万Bq／平方メートル超えの汚染地帯
葛飾区、江戸川区など千葉県に接する一部の区

4万Bq／平方メートル超の汚染

neko-aii @neko_aii · 7月15日 
"nakashitadaiki

http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/17bfa15f77aa2495399c5a9616204a9b
https://twitter.com/cmk2wl/status/621372321844998144/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a0fd78680c9cefba3d1116d8e0ea472c
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/39b2da09c4be79fb696814da7852d3be


福島市10代女性
『私の姉の母乳から

ストロンチウム90とセシウム137が出た
その母乳を子供は飲んでいた

その事を人に言うと＜不安を煽るな＞と

言って周囲の皆から非難される

誰も私の話を聞いてくれない

放射能より人間の方が恐ろしい』"

neko-aii @neko_aii · 7月14日 
(原発労働者・嶋橋伸之くんの白血病死)より
電力会社は、約10年分の彼の賃金と同程度の
「弔慰金」と称するお金を遺族に渡し

「今後この問題について

　どのような異議も述べてはならない」

という書類を作成して

悲しみのどん底にある遺族に署名をさせた

金とひき換えに口を封じた

neko-aii @neko_aii · 7月14日 
(原発労働者・嶋橋伸之くんの白血病死)より
働いていた９年間に

5000ミリレムの被曝量に達し、ついに発病
27歳、白血病に
全身に赤い斑点、全身から出血

白血球が異常に増加

あらゆる治療が行なわれたが

２年後に29歳の人生を終えた
彼はその青春を原発に奪われたのです

https://www.youtube.com/watch?v=t_AUZVS5LP0
Anno 1404 Soundtrack (Full) 

neko-aiiさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月16日 

https://www.youtube.com/watch?v=t_AUZVS5LP0


【重要】2015年5月22日 カザフスタン農業省によると、数週間で少なくとも127000頭
のアンテロープ（羚羊、カモシカ）の死が確認された。

生息頭数のおよそ半数が死んでしまった。 

neko-aiiさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5月13日 
2015年5月11日　パキスタンでラクダの大量死 200頭
震えや咳を伴う鼻からの出血。苦しんで最終的に死亡した。

https://twitter.com/cmk2wl/status/598489061301493761/photo/1

neko-aiiさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年4月29日 
これはサーモンだろう。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/461080335422193665/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=tgqFsqxbwx8
yunyun-Cutey Parade （えこりん村 銀河庭園 動物パレード）

neko-aii @neko_aii · 7月14日 
2012/2/3
相馬市のある小学校に子供達が戻ってきた本当の理由

その子供達が福1の核爆発直後、大量被爆
身体から7μSvを発し、避難所にも受入れてもらえない
小学校に隔離されたに等しい

医師「もうこの子達を救えない　手遅れ」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/79354e74f066437f083121e294474b9c
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2015年7月18日0:37
amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
福島市の死者数が、じわじわと増えてゆく

震災前の2010年に比べて今年前半では16.4%増えた
これが偶然か？　偶然起きる確率は5万分の１だ
二本松、郡山、伊達でも同じことになる

そして夏を過ぎれば凄まじい数字になるだろう 

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
福島を訪れただけで1500cpm超えの内部被曝した人が報告されているだけで数千人居るという
こと。国会質疑

http://www.asyura2.com/11/genpatu11/msg/399.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:41

War Is Overさんがリツイート 
平野大輔 @daisuke_hirano · 1時間1時間前 
【注目】浜田副大臣が、この映像の最後の方に、甲状腺がんの医療費を『面倒見る』とか、ほざ

きます。何が原因で甲状腺がんになったんだよ。何やねん。『面倒見る』って。 ( #OurPlanetTV
live at http://ustre.am/HWgJ )

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:45

War Is Overさんがリツイート 
francisco @sedzir · 7月16日 
日本の兵士が1000人くらい極めて凄惨な形で虫ケラのように落命して、若狭湾の原発が3基くらい
キノコ雲を上げて京阪神と名古屋と東京が廃墟になった時に初めて、「アレ、これってなんかヤ

バくね？(´ ▽｀)」って言い始めるのかも知れないな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日0:54
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さて。そこで問題です。

伊方原発は、どこにありますか？

…おやすみ〜…
 
 



（７月18日）　実は創造神（そして大魔王）なエルと混同視されるほど偉大なるヤ
ハウェの神だったのか…？

http://85358.diarynote.jp/201507182118306862/

「そんなこと言ったら創造神エルと奴隷解放の神ヤハウェだって

別物じゃないか」。…＼(◎o◎)／…

2015年7月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

　

今「偶然」携帯の古いデータを整理する気になってたら、

「偶然」見つけた古いツイッタ書き込みの文章…
…(・ω・;)(;・ω・)…

あら。（＾＾；）

検索してみたら、「関連」だけ、いっぱいあった…ｗ

wikipedia bot スマホ対応版 @WikiBot_SmaPho · 10月20日 
マンウェ http://goo.gl/6cK1dE マンウェ(Manwë)は、J・R・R・トールキンの中つ国(ト
ールキン)中つ国を舞台とした小説、『指輪物語』、『シルマリルの物語』の登場人物
。世界を形づくった諸力ヴァラヴァラールのうち、創造神エル・イルーヴァタール

エル...

月夜 @wing6z · 8月6日 
@M_A_3_Death_4 @tora2m 
ほら、あの団体の主催は、創造神エル＝カンターレの化身ですから！

きっと見えてるんですよ〜

我々が知らなくても、きっと見えてるんですよ＾＾；

drきのこる(専門なき専門バカ) @drkinokoru · 2013年2月15日 
都市社会、貨幣経済で寄留者から苦労して這い上がった。貨幣経済で部族社会が解体

してもヤハウェの義務の下一致団結。安息日や奴隷解放規定、孤児・寡婦の落穂を拾

う権利など、カリテート＝社会福祉規定が含まれていった。弱者の宗教故、同じ民族

への保護概念が極めて強い宗教として発展したわけだ

merry @merry_moco · 4月22日 
ん？エレフが奴隷解放をしないなら、オルフも解放されず、ラフレンツェもオルフを

呪わず、冥府の扉も開かず、エウリディケも連れ戻せず、エルとアビスは幸せに暮ら

すのかそういうことなのか

んで、私も会話相手も、ツイッタからは「削除抹消＋永久凍結」されていると…★

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit) 

…ずいぶん偉そうだね、エル…ｗｗｗ
http://www.bing.com/search?
q=%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A5%9E%E3%82%A8%E3%83%AB&qs=n&form=QBRE&pq=%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A5%9E%E3%82%A8%E3%83%AB&sc=0-
3&sp=-1&sk=&cvid=93d52f2faa334c6ea811c298e20aa3ff

＞ヤハウェ＝ゴッド＝アッラー＝エル（神）

…おっとｗこれを貼らなくては…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
【PS3】 El Shaddai -エルシャダイ-　(ルシフェルver) 高画質版
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日21:56
札幌０.０４７μの雨の湿気を

吸い込んだだけで死にそうに

喉と鼻腔の粘膜が痛い私は、

実は創造神（そして大魔王）なエルと

混同視されるほど偉大なる

ヤハウェの神だったのか…？ｗ

（ゲンケンに殺されそうｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月18日21:57
マジでダウン。(∋_∈)
水蒸気がイタ過ぎて、

洗濯も入浴もしたくない…
(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月19日4:47
札幌０.０５０μ。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月19日8:18

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月15日 
2038年にインターネットが終わるまで21年と半月。
http://badlifes.blog.fc2.com/blog-entry-248.html#Internet_is_Dead …
それまで誰が生き残ってるかわからないが

なるべく自分自身の言葉で見たこと感じたことを残しておいたほうがいい。

次の世に生きる人間が必ず見て参考にする。

そのまえに記憶が消されても‥
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（７月19日）　自分のやってきた愚行を知れば知るほど、他人の馬鹿を軽率に批判で
きない。

http://85358.diarynote.jp/201507190814118576/

髪が抜ける／「黄色いパウダー・スポット」／火山ガス急上昇／

福島原発の汚染。東電HP、各自でご確認を。

2015年7月19日

https://www.youtube.com/watch?v=DvKoOq2NotA
エルシャダイ　通称「そんな装備」でアザゼルさんに挑んだ 

https://www.youtube.com/watch?v=sPX0272ek_w
クイーンオブハート / 奏音69×巡音ルカ 

おや（＾＾；）「エレオノーラ・ダキテーヌ」なエルさん…ｗｗ

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
放射能汚染のこと先ず第一に

考えて、発言、行動してない人は

偽物ですね。

ただの、自分の夢追ってる「オタク」ですよ。

真に生きる事と関係ある情報じゃない

アニメオタクと同じレベル

スポーツ馬鹿の「メダル取れたら死んでもいい」

のと同じですよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
体内へ #累積 する放射性物質を出し切れない順に倒れる‥
http://twitter.com/ST0NES/status/622440478575702017 …
もうね、昨日や今日じゃないわけ。5年分。しかも
親の代から細胞にメヅマリ多い現代日本人。

http://85358.diarynote.jp/201507190814118576/
https://www.youtube.com/watch?v=DvKoOq2NotA
https://www.youtube.com/watch?v=sPX0272ek_w
http://twitter.com/ST0NES/status/622440478575702017
http://twitter.com/ST0NES/status/607548874366984193


http://twitter.com/ST0NES/status/607548874366984193 …
まず逃げろ！首都圏から。そして解毒しろ！

AKIRA 2024さんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 7時間7時間前 
今日も電車でドクターコール！

関西や九州、北海道でも急病人が増えてます。食べものに気をつけて下さい！！！

カイワレさけたり、レバ刺しさけたりしたんなら、

「ホ」も避けなきゃ！

カイワレやレバ刺しは「危険かも知れない」で避けたんだよね。

「ホ」は確実に入ってるんだよ。避けようよ。

なかなかイイ声だ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
【MV】luz - クイーンオブハート/luz - Queen of Heart 

https://www.youtube.com/watch?v=vVIA1ISs6M4
【初音ミク】 千本桜 【オリジナル】 HD720P

https://www.youtube.com/watch?v=-dZgf_LUvbM
【和楽器バンド】六兆年と一夜物語 Roku Chounen to Ichiya Monogatari 
【VOCALOID】

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 4時間4時間前 
11.3％の人が気付いているなら、放射能忌避が一般化するまであともう一歩。どうせ
社会の風潮はそうなるに決まっている。チェルノブイリで証明されているじゃないか

。どうせ対策を余儀なくされるなら、早く動け！乗り遅れたら泣きをみるだけだぞ

！http://goo.gl/vgZQwI

https://www.youtube.com/watch?v=JePmI6n_DNk
和楽・百年夜行 Feat.鈴華ゆう子 [Waraku・Hyakunen Yakou feat. Suzuhana Yuuko]
　

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
https://www.youtube.com/watch?v=vVIA1ISs6M4
https://www.youtube.com/watch?v=-dZgf_LUvbM
http://goo.gl/vgZQwI
https://www.youtube.com/watch?v=JePmI6n_DNk


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507190941556378/

４文字コトバは、Ｍ.Ｔ.Ｏ.Ｋ.…？ (‾○‾;)
2015年7月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

一神教徒な皆さんご存知の、

ヨッホ・ヘー・バウ・ヘー〜

…あれ実は、Ｍ.ＴＯＫＩ、から、Ｏが抜けたやつ…？？

とか妄想ひた走る昨今。

ｗ（＾＾；）ｗ

…続…く…？

(・ω・;)(;・ω・)

…で…(^_^;)…

遺伝子設計してんのは、「私」なのか、結局っｗ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月19日16:01
バイトはプチ厄日。

客はディメンタア。

当直はフィルチと

リータ・スキーター。(-"-;)

精神状態と健康状態と

気象条件と線量低めは良し。

(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月19日16:08
野菜系の惣菜類は

とうぶん買えない。(ToT)

今の時期、みんな関東の

激ベクレ品ばっかりだ…
（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月20日0:06
amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
歳を食うということは、すなわち自分の馬鹿さ加減を思い知るということ

自分のやってきた愚行を知れば知るほど、他人の馬鹿を軽率に批判できない

結局、正しいと気づいた事実を、自分で実践して正しさを示す以外にない

世の中を変えるということは、自分たちで正しい世の中のモデルを見せることだ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月20日0:09

amaちゃんださんがリツイート 
ろくでなし子 6@d745 · 8時間8時間前 
（´-`）.｡oO（まだ警察に年齢発表される前、2ちゃんのまとめでわたしの事を「こいつが40代にな
ったら自分がやってる事を恥じるはず」と書いてあり、ごめんもう40過ぎてる。とひとりつっこ
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みしてた

 



（７月20日）　《ミカサの宮》はエルさんのミニチュアピンシャー状態で見ていて娯
しいｗ

http://85358.diarynote.jp/201507201601339327/
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月20日16:14
 
何か起きてる。

いまゼッタイ！

何かが起きてる…(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月20日21:17
異変とりあえず札幌は素通り。

(^_^;)

それにつけても《ミカサの宮》はエルさんの

ミニチュアピンシャー状態で

見ていて娯しいｗ

(‾ー+‾)ニヤリ
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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予定変更。(^_^;)
2015年7月21日 日常 コメント (2)
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おはようございます。

ワハタカ06時42分。
４連勤明けの２連休の初日。

予定は引き籠りと惰眠と家事でしたが、明日のほうが天気が悪いらしい…

日程入れ換え！(-.-;)！

…おまけ画像は前項コメント欄参照…

　（＾ｗ＾；）

ほぉら、そっくり…！ｗｗｗｗｗ

       

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7月21日8:33
もっとも、エルさん本体のほーは、

むしろドーベルマンとか、ボルゾイ犬かもしれない…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月21日9:16
０５１

７７

６６．
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年7月）
（下旬）

 
 
 
 
 
 



（７月21日）　ビジュアルそのまんま「エレとアドリちゃん」な気がする…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201507210951052928/

Ｂ Ｇ Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ。。。
2015年7月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
気になっていたこの曲をもう一回…

https://www.youtube.com/watch?v=sPX0272ek_w
クイーンオブハート / 奏音69×巡音ルカ 

おや（＾＾；）「エレオノーラ・ダキテーヌ」なエルさん…ｗｗ

ていうかビジュアルそのまんま「エレとアドリちゃん」な気がする…ｗ
（年齢ずれてるけどｗ）

なかなかイイ声だ…♪
https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
【MV】luz - クイーンオブハート/luz - Queen of Heart 

https://www.youtube.com/watch?v=vVIA1ISs6M4
【初音ミク】 千本桜 【オリジナル】 HD720P

https://www.youtube.com/watch?v=-dZgf_LUvbM
【和楽器バンド】六兆年と一夜物語 Roku Chounen to Ichiya Monogatari 
【VOCALOID】

https://www.youtube.com/watch?v=JePmI6n_DNk
和楽・百年夜行 Feat.鈴華ゆう子 [Waraku・Hyakunen Yakou feat. Suzuhana Yuuk

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日23:07
amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 

http://85358.diarynote.jp/201507210951052928/
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全層崩壊（深層崩壊）の例　十津川大水害

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E5%A4%A7%E6%B0%B4%E5%AE%B3
…
希な規模の豪雨が続いたことにより十津川流域で起きた

基層が花崗岩脈で、これが地滑り面になり、厚さ数十ｍの巨大な山津波が数百カ所で起き、十津

川を各所でせき止め、さらに大崩壊を繰り返した

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日23:08
あれ？（＾◇＾；）？

鶏牙がコピペできてる…？？
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E5%A4%A7%E6%B0%B4%E5%AE%B3
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（７月21日）　「虚構だ」。　…確かに私、「不撓不屈の面白がり」って点だけは、
自信があるかも…

http://85358.diarynote.jp/201507212133561460/

おや、エルさんがいたｗ

2015年7月21日 恋愛 コメント (1)

これね。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%81%8A%E8%A8%98%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
「リロード」の３巻。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日0:31
amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
↓「盛っている」→「持っている」ですが、ATOKを使っていると、確認後の変換確定でも勝手に
他の漢字に変化していることが多い

私はマイクロソフトによるATOKに対する嫌がらせだと思う
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507212139064067/

ぅわははははは☆(^◇^;)★
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2015年7月21日 恋愛 コメント (4)
 

性格ソックリ…っｗ

https://www.youtube.com/watch?v=CNjhtZVkYrI&list=PL91VRu0oarwU2Cg3sYoP-
0ngHe9U2HVR7
【最遊記】 call / 三蔵 

読み返してみると、意外に三蔵も八戒も、「そこまではヒネてねぇ☆」という事実に気がつきま

した…ｗｗ
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月21日21:47
…あ〜…(^。^;)…

そぉか、コレか！ｗ

エルが「私に」執着する理由…
σ(^◇^;)。。。（てか、キッカケ…？）

「私」が…

「何でも面白がる」性格で、

「何にでも娯楽を見つける」

https://www.youtube.com/watch?v=CNjhtZVkYrI&list=PL91VRu0oarwU2Cg3sYoP-0ngHe9U2HVR7
http://85358.diarynote.jp/
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ところが…(^。^;)…

ある意味、「羨ましかった」

わけね〜〜…？

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月21日21:55
…確かに私、
「不撓不屈の面白がり」って点だけは、自信があるかも…
σ(^◇^;)。。。

…で、「私」が「居なくなる」と、「自分が楽しくなかった頃に戻っちゃう…？」

（；‾Д‾）ｏ

…てのが「エルさんのホントのパニック原因」か…

…┐(’〜`；)┌…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日10:36

cmk2wlさんがリツイート 
t_m (No Nukes) @t_m_tweet · 18時間18時間前 
自分は仏教徒ではないが、今日のように混乱した日本になってはじめて、ブッダの「犀の角（サ

イのつの）のようにただ独り歩め」という言葉の大切さがわかった。出家するつもりはなくとも

、まっすぐに独りで歩けるようにならなくては…。

あッ★　蹴るなってばっ、こらッ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月22日10:38

cmk2wlさんがリツイート 
KoichiroKOKUBUN國分功一郎 @lethal_notion · 6月26日 
ハンナ・アレントが『全体主義の起源』の後書きで、孤独solitudeと寂しさlonelinessは違うと言
っている。孤独はあらゆる創造的行為にとって必要なものだ。孤独である時、人は自分自身と一

緒にいることができる。自分自身と語り合うことができる。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（７月23日）　夢の中でブログに引用した悲惨な核心情報の削除圧力を受けるという
嫌すぎる悪夢。

http://85358.diarynote.jp/201507230015048877/

音匣。（１）

2015年7月22日 音楽 コメント (3)
　

　

…なんかまた、あっというまに、ＰＣ画面上が「すぐに聴きたい音楽」だらけに…☆

フクイチの汚染水の溜まりっぷりと、どっちがすごいかな…？

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

★消すかな？

https://www.youtube.com/watch?v=cOeKidp-iWo
Bruce Hornsby & the Range - The Way It Is 

https://www.youtube.com/watch?v=0a7wTn6f0LE
SAKEROCK / Emerald Music [Music Video & Best Album Trailer]　サケロック / エメラルドミュ
ージック 

☆まだ聴く！

https://www.youtube.com/watch?v=I1BJzKy8TbE
Avalon - Kenji Kawai - Log In 

https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
The Witchcraft Song Collection - Chants, rites, spells, dance songs 

https://www.youtube.com/watch?v=OPigZLdHGvA
Ghanaia 

http://85358.diarynote.jp/201507230015048877/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201507230015048877/
https://www.youtube.com/watch?v=cOeKidp-iWo
https://www.youtube.com/watch?v=0a7wTn6f0LE
https://www.youtube.com/watch?v=I1BJzKy8TbE
https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
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★…しまった！増えた…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=rBZXaYD7IQI
Eine kleine Tischmusik (M.Mehnke) 

https://www.youtube.com/watch?v=j0fl1TEpaAU
Demontage
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日0:16
…お、おやすみなさい…ｗｗｗｗ

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日4:07
蒸し暑すぎて眠れないという

異常事態な札幌。(・_・;)

どう考えてもこの湿度は異常。

【フクイチ露天温泉】は、

海水がぼこぼこ沸騰して、そのまんま煮えたってんじゃねぇのか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月23日4:09
夢の中でブログに引用した悲惨な核心情報の削除圧力を受けるという嫌すぎる悪夢。

(-_-#)

https://www.youtube.com/watch?v=rBZXaYD7IQI
https://www.youtube.com/watch?v=j0fl1TEpaAU
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たぶん関東の人間の大半は、

この夏中に死ぬ。

 



（７月23日）　「カナリアさんて便利だね！ホが予測できちゃうんだもんね！」便利
なんかじゃないって。。もうイッパイイッパイギリギリ生きてるんだって。

http://85358.diarynote.jp/201507240033569863/

【 りす すごい 飛ぶ 】
2015年7月24日 りす＠齧歯類。 コメント (5)
　

　

すげぇ…！（＠◇＠）！

War Is Overさんがリツイート 
6秒動画 6@doga · 20分20分前 
リスすごい飛ぶ　

#Tod Jump��#chipmunk #シマリス 
Vine by bikke the chip 
https://vine.co/v/e6jPWdpAatw

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日8:25

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 6 時間6 時間前 
@snoopymaygon パーになるにはコツがあるよね。自分の中で、理屈を考える分量が増えてき
たら、リセット。

考えすぎは勘が鈍るんだよ〜〜

行って、見て、感じてから決める。いい匂いのするほうへ行く。実践しないと「匂い」はわかん

ない。

http://85358.diarynote.jp/201507240033569863/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日8:27

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 6時間6時間前 
@sayoko909 @akira_pt4ever 極論っぽいけど、核災害って言う非常事態なんだから、通常のバラ
ンス感覚はむしろ邪魔になるよね。

本能に長けたクルクルパーは最強だよ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日8:27
パー、は

パーフェクト！

の、ぱ〜…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日8:28

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 6時間6時間前 
@snoopymaygon @akira_pt4ever インテリでプライドばかり高い善人より、本能に長けたクルク
ルパーのほうが生き抜けるのかも。

AKIRA 2024さんがリツイート 
nori @n0ri_tiki · 7時間7時間前  
noriさんがリツイートしました アミ小さな宇宙人
常識ってヤツを捨ててしまうと、不思議に何かやってくる。意識を変えただけで同じ周波数の人

が突然現れた今日。ハグしてじゃあまた明日。そんな今日此の頃。 

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

2015年7月24日8:31

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 7時間7時間前 
「カナリアさんて便利だね！ホが予測できちゃうんだもんね！」便利なんかじゃないって。。も

うイッパイイッパイギリギリ生きてるんだって。

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507240844466951/

「祭りだ。お膳立てしてやろうではないか。」

2015年7月24日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (1)

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
群衆はいつも熱狂できさえすればいいのだ。

孤独を紛らわすための仮初めの連帯や一体感。雄叫びと幻想を与えてやればいい。

そこでも群衆は他力本願なのだから、有名人を入れてやれば主導者として喜んで迎え

入れる。深く考えることはない。祭りだ。

お膳立てしてやろうではないか。

為政者

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月24日8:51
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
「「『空気』とはまことに大きな絶対権をもった妖怪である」人々がこの妖怪と戦っている。：

山崎 雅弘氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17916.html#readmore …
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201507240844466951/
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（７月24日）

http://85358.diarynote.jp/201507250022008688/

音匣…
2015年7月24日 音楽
　

★もう消してもいいかな…

https://www.youtube.com/watch?v=j0fl1TEpaAU
Demontage 

https://www.youtube.com/watch?v=uzlcxuk5N-U
LI 

https://www.youtube.com/watch?v=CrJtzp-170Q
Matthias Schmitt - Ghanaia 

https://www.youtube.com/watch?v=v9kuxJYLsuA
Martin Grubinger - Drums ’n’ Chant 

https://www.youtube.com/watch?v=GBYip4lIeGY
Tavern Music for St. Patrick’s day 

https://www.youtube.com/watch?v=A-clAgFjcQw
Civilization V Soundtrack Indian Brave 

https://www.youtube.com/watch?v=_LFmlqG5_d0
Civilization V Soundtrack Cheyenne Prairie 

☆だめだ（＾ｗ＾；）まだ聴く…！

https://www.youtube.com/watch?v=rBZXaYD7IQI
Eine kleine Tischmusik (M.Mehnke) 

http://85358.diarynote.jp/201507250022008688/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=j0fl1TEpaAU
https://www.youtube.com/watch?v=uzlcxuk5N-U
https://www.youtube.com/watch?v=CrJtzp-170Q
https://www.youtube.com/watch?v=v9kuxJYLsuA
https://www.youtube.com/watch?v=GBYip4lIeGY
https://www.youtube.com/watch?v=A-clAgFjcQw
https://www.youtube.com/watch?v=_LFmlqG5_d0
https://www.youtube.com/watch?v=rBZXaYD7IQI


https://www.youtube.com/watch?v=OPigZLdHGvA
Ghanaia 

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
MUSICA RELAJANTE AFRICANA INSTRUMENTAL ONLINE, AFRICAN RELAX MUSIC.
 

https://www.youtube.com/watch?v=OPigZLdHGvA
https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g


（７月26日）　ちょうどこんな「立ち位置」だったな〜

http://85358.diarynote.jp/201507260159101116/

おやアルマンディン兄様が、おネェ化している

…ｗ (違っ)
2015年7月26日 リステラス星圏史略　（創作）
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

カツガイラク？(^_^;)
2015年7月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

http://85358.diarynote.jp/201507260159101116/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201507260656257541/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201507260656257541/


 
某前世の時、

http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/

ちょうどこんな

「立ち位置」だったな〜

(^。^;)

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日17:01
amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
土星リングの起源解明、神戸大　小衛星同士の衝突で形成か

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015081701001837.html …
我々はシューメーカー彗星が木星に大衝突するのを見た

木内鶴彦は臨死体験で1万数千年前、月が地球に接近、水を明け渡して衛星になったと

http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


惑星間衝突は頻繁に起きてるんだな　人類滅亡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日21:08
カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT100UP】 マヤの神殿の真下に巨大な陥没穴を発見、いずれピラミッドを飲み込む恐れあり（
メキシコ） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198860.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/633855944309411840/photo/1
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507260658353583/

7月26日の日記
2015年7月26日 家族・子育て
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（７月26日）　負けず嫌いな人ほど別離に耐えられない。負けず嫌いの人の恋愛に関
する4つの特徴 。

http://85358.diarynote.jp/201507260705357551/

エルだしｗ

2015年7月26日 恋愛 コメント (2)

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月27日22:30
カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
カラパイア : 負けず嫌いな人ほど別離に耐えられない。負けず嫌いの人の恋愛に関する4つの特徴
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52197222.html … 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月27日22:39
…きょうみみにちよう！…
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（７月26日）　本格！社会派ファンタジーだ…！

http://85358.diarynote.jp/201507260850263288/

『イーフィの植物図鑑』

2015年7月26日 読書 コメント (1)
　

＜前項、これね。（＾＾）ｇ

ぱっと見、「地味でほのぼの〜な、日常生活ファンタジー小品集？」

とかしか思わず、もちろん１０８円で入手したんですが…ｗ

なんとびっくり（＠＠）。

素朴な絵柄なのに政治経済人権思想的にもどかんと骨太な、

本格！社会派ファンタジーだ…！

…（＠◇＠）…

そして何故か（＾＾；）「昔のエルそっくりさん」だの

「私」にそっくりさんだの、

http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/

アルマンディン兄様（女装？）バージョン！（＾＾；）！だの…

ついでに「上司で黒幕」が、「虎さん下剋上バージョン」だし…ｗｗｗｗ

これはもう、「りすペクト」の証として、

「続きは新品を定価で」買います…ッ！
ｗｗｗｗｗｗｗｗ

（マニアックに小論文でも書くなら、

『鎖衣カドルト』

http://85358.diarynote.jp/201507260850263288/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
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　http://www.shinshokan.co.jp/comic/978-4-403-61883-3/

あたりと並べて論じたいね…ｗ）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月26日9:35

War Is Overさんがリツイート 
force @UspizzBobby · 7月19日 
@toriiyoshiki @hgginstitute 
「ジャーナリズムとは報じられたくないことを報じることだ。それ以外のものは広報に過ぎ

ない」 ジョージ・オーウェル

NHKは公共放送なのか？国営放送なのか？それとも亡国放送なのか？
 

http://www.shinshokan.co.jp/comic/978-4-403-61883-3/
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（７月27日）　例え実現できなくとも「放射能汚染地に住むな、子ども達を避難さ
せよ」と朝から晩まで言い続けなければならないんですよ。

http://85358.diarynote.jp/201507280013252683/

i know a place ／それは必ず連鎖反応を引き起こして移住の爆発
が起きるはず／デモや集会をやってる場合ではない。

2015年7月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
（承前）

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 7月26日 

例え実現できなくとも「放射能汚染地に住むな、子ども達を避難させよ」

と朝から晩まで言い続けなければならないんですよ

誰かの目に止まれば心に残り、移住の条件ができ次第、子ども達を守るために移住す

る人が出てくる

それは必ず連鎖反応を引き起こして移住の爆発が起きるはず

汚染地に住むな

https://www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw
Bob Marley - Get up, stand up 1980 

neko-aii @neko_aii · 26 分26 分前 
2011-10-15
給食、運動会、芋掘り、遠足…学校って
子供を命がけで通わせる価値のあるところなのか？

義務教育期間なら せいぜい１日２時間
週に１〜２回ずつ通えば卒業できる

なぜ親達は危険を冒して学校に通わせる？

３・１１以来

http://85358.diarynote.jp/201507280013252683/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201507280013252683/
https://www.youtube.com/watch?v=F69PBQ4ZyNw


この国は もう国ではなくなっているのに

neko-aiiさんがリツイート 
みんなの測定所・ふじみーる @fujimiiru · 5時間5時間前 
福島の子どもたちの学校給食が、全て地元産に成るとの事。

しかも、検出下限値は「１０Bq/kg」と。
震災前のお米のセシウムは０．１Bq/kgとか。
１００倍の汚染米を食べさせて、大丈夫？

以前みた情報で、県庁で出される食材の検出下限値は、１Bq/kgと見た。
子どもたちを守れ。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
弁護士をたてて、個人でも争ってみるべきじゃない？

帰宅したら死ぬだけ。緩慢な死が待っている。

100人、1000人が申し立てしたら、相手は対応するリソースが足りなくなる。
汚染された土地に戻ってはいけない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
鈴木　万次郎 @maild_fifty · 7月26日 
@tokaiamada @yudegaeruagari まぁ、そうだね。原発事故の時に日教組がなんの動き
もせずに子供らを外で運動させた事は、彼らが子供を戦争に行かせないと言う主張が

、まったくの嘘だった事を物語っている。自分達の利益しか念頭にない組織なんだ

ろう。最低だよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
エリック ・C @x__ok · 7月26日 
日本政府の言う「後方支援」は公式英文ではMilitary logisticsと書いている。しかし、
それに当たる本当の日本語は「兵站」。日本政府は単語をすり替えている。原発を世

界では、核(Ｎｕｃｌｅａｒ)発電と呼ぶが、日本語だけ「原子力」と訳しているのと似
ている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4月24日 � 日本 
これが首都圏。ここで確認できます。http://hakatte.jp/geigermap/ 
日本共産党の志位和夫さんにもお伝えください@shiikazuo。都内でデモや集会やって
る場合でない。@imaoyasunori @Plutokun_Bot 
https://twitter.com/ST0NES/status/591431624660799488/photo/1

http://hakatte.jp/geigermap/
https://twitter.com/ST0NES/status/591431624660799488/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=wnxZEcjlly0
05. Bob Marley & The Wailers - Running Away [Live at Harvard Stadium/Amandla Festival] 

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 12時間12時間前 
@snoopymaygon @EarthLightAES @murataofumisan 赤道付近まで風によっては放射
性物質が流れてる今後溜まりやすいのが、東南アジアだそうです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 12時間12時間前 
@k2cyan @EarthLightAES @murataofumisan フィリピンについては、３１１後毎年行
っている方が、線量が上がって来ていると言っていました。

https://www.youtube.com/watch?v=pRldkrQX73s
Bob Marley - i know a place (Original) 

https://www.youtube.com/watch?v=jwbaoi6a4BU
「世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ」　ホセ・ムヒカ 

https://www.youtube.com/watch?v=1mv5FFjk-2w
Miss Fashion Trip - Programa 1 

https://www.youtube.com/watch?v=USGuV4jBuyo
「世界有数の長期カーニバル」ウルグアイで開幕 

https://www.youtube.com/watch?v=Br4vTypFlcg
Uruguay Information - Live in Uruguay - Uruguay Travel - JoinUruguay.com
       
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月28日0:28
０５１８

７５３．（＾＾）

寝ます。

 



（７月30日）　2011年以降2015年迄に、日本の人口が１００万人減った。これは日本
の人口の１％が死んだことを意味し、第二次世界大戦の民間被害者数に相当する。

http://85358.diarynote.jp/201507300222261192/

水蒸気爆発／気象庁の噴火警戒レベルは詐欺ですから／これは自

然災害ではない。行政災害である。／北海道が、おかしくなって

きた／安全は保障されない。

2015年7月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 
九州島の住民は、確実に火山に殺される。いつかはわからないが、10万年のうちには
確実にそのときがくる。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
火山の噴火で死にたくなかったら、とるべき道はひとつ。火山に近づかない。これだ

けだ。そして特効薬だ。

https://www.youtube.com/watch?v=9vPI9MHKwJY
Merry Chistmas Mr Lawrence OST 

http://85358.diarynote.jp/201507300222261192/
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AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
はじまりました。7月30日1:11分　
JNNライブカメラの映像。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/626425158257872896/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
64倍速で見ていると、ある部分（3号機近く）でモヤが出始めて、それがしばらく続
くと、海の方から猛然と蒸気が全体的に湧き上がる。

地下でつながった海から蒸気が出てたりするのか…。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/626423322884988928/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
まゆ 084@mayu · 3時間3時間前 
【福島原発】放射能の影響か…異なる形をした菊の花：大地震・前兆・予言.com
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7249.html …
ほらよ、自宅のやつだwこれ10キロ圏内な。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ぶっぶっ夢っ現っ iTweet @Me_We_Me_We · 3時間3時間前 
このTL消えたんだよ…
@pecko178 @cmk2wl: 2015年6月14日 南コロラド州　
車のフロントガラスの雨をペーパータオル拭き取って測定したら 10.2 μSv/h 

AKIRA 2024さんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi · 4時間4時間前 
「ざまあみやがれ」と言う反原発サイトがあって、その中に「ひと目でわかる！ 原発
ブログ最新記事！」と言う枠がある。飯山一郎氏のブログがそこに載る事はない。し

ょせん、寸止めサイトなのだろう。ちなみに調べたら何故かブロックされていた（笑

http://ab5730.blog.fc2.com/blog-entry-662.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
原発から約160km離れて暮らしている人々は、肺の中、口の中に、その他の器官に放

https://twitter.com/cmk2wl/status/626425158257872896/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/626423322884988928/photo/1
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7249.html
http://ab5730.blog.fc2.com/blog-entry-662.html


射性物質である塵を貯めこんでいる可能性がある。ですから日本の人々は危機を脱し

てなどいないのです。アーニー・ガンダーセン

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
2015.07.29_18.00-21.00.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=xN5WAgcmEKs&t=1m13s …
陽が暮れてからも建屋が盾に揺れるほど（カメラのタイムで19:43ごろ）
地下で何かが起っている。#東電の原発事故
http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
水蒸気爆発とマグマ爆発。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626379474309754885/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
北海道が、おかしくなってきたのは

7月7日の北海道東方沖（マグニチュード6.2）の地震後から。この地震は埼玉まで揺ら
す大きな地震。　このあと13日に北海道：十勝岳と雌阿寒岳で火山性地震急増。昨
日28日に雌阿寒岳が噴火の可能性と気象庁

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
北海道付近の海水表面の水温偏差図

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626370424230670336/photo/1
7月29日：北海道付近は、このところ水温が高い日が続いてる。北海道東方沖で7月7日
にマグニチュード6.2の地震が起こってるし、北海道は地震が多くなってる。火山も噴
火警戒レベルが２に引き上げられた

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年07月29日 21:40】
北海道地方では、引き続き３０日明け方にかけて、大雨による低い土地の浸水、土砂

災害、河川の増水、落雷、突風、ひょうに注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
箱根は7〜20mの火口が４つ出来ていて、その火口が徐々に繋がり、噴出物が火口内部

http://www.youtube.com/watch?v=xN5WAgcmEKs&t=1m13s
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626379474309754885/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626370424230670336/photo/1


に崩落し、圧がかかった状態になり、それが一気に噴き出したら、大変な規模の噴火

になるよね。あの桜島と同じ噴火警戒レベルが３なのに、誰が責任を取るんだ？桜島

に住んでる人はいても、火口近くには人は住んでない

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 6時間6時間前 
ドローンで県が２回目調査　箱根山・大涌谷 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/150729/afr1507290025-n1.html … 
防災が目的ではなく産業振興が目的なんだね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 6時間6時間前 
めいちゃんさんがリツイートしました nori
「市民が避難をするまで２日間も経っていました」

本来なら、２日間も！と言われるのに、日本はどうだ？ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
そらまめっこ @soramamekko77 · 6時間6時間前 
うわー来週のがってん、白内障だってー。きてるねー。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 6時間6時間前 
調査のための御嶽山入山は不許可　王滝村長 http://kipuka.blog70.fc2.com/blog-entry-
706.html …
行方不明者の捜索を理由に権力によって学術研究が拒まれたことを記録しておかなけ

ればならない。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【警察官が架空請求詐欺被害】

福岡県警の５０代の巡査部長が、アダルトサイトの利用料名目の架空請求詐欺の被害

にあい、あわせておよそ１８００万円をだまし取られていたことがわかりました。

http://nerv.link/JFhncD

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
今まだ故意に流通される汚染食材を仕方なくも平気で食べているヒトが大勢いる。

四季を通してあらゆるモノが劣化する土用を過ぎて

ヒトの細胞も急速に劣化する2015年の後半は

http://www.sankei.com/affairs/news/150729/afr1507290025-n1.html
http://kipuka.blog70.fc2.com/blog-entry-706.html
http://nerv.link/JFhncD


水の汚染がヤバイ。

http://twitter.com/ST0NES/status/621263466368663553 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
7月29日
（2時54分：震源地：津軽海峡・マグニチュード2.8）
（3時28分：苫小牧沖・マグニチュード3.2）
（7時44分：根室沖・マグニチュード2.9）
（13時14分：津軽海峡・M3.6）
（17時10分：根室沖：M3.2）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626311999111106560/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
7月29日16時：気象庁発表
浅間山 「やや活発な状態。2kmの範囲では弾道を描いて飛散する大きな噴石に警
戒を。」

雌阿寒岳「噴火警戒レベル2に引き上げ。 ごく小さな噴火に伴う弾道を描いて飛散する
大きな噴石に警戒を。」

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 
火山の島に住むのは死と隣り合わせだ。口永良部島と九州島と、どこが違う？

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 
そこに居て、噴火したら死ねばいいのだと思う。それが本望だろう。

（1980年5月18日、山小屋の名物主人ハリー・トルーマンはそうやって死んだ。全米の
人が知ってる）

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 
死んでもいいからここに居たいの住民願望を打ち砕く権利は気象庁に、ない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 
火山に殺されてもいいから俺はここに居るが、従来認められてきた。日本でも海外

でも。しかし、2007年12月の噴火警戒レベル導入後、それが認められなくなった。気
象庁が噴火予知できることになっているからだ。しかし実際にはできない。口永良部

島で噴火するから避難しろ言うが噴火してない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 

http://twitter.com/ST0NES/status/621263466368663553
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626311999111106560/photo/1


島外避難を実質的に決めたのはレベル5にした気象庁長官だ。災害対策基本法で権限を
付与されている町長ではない。したがって、島外避難によって生じた損失は気象庁が

負担すべきだ。これは自然災害ではない。行政災害である。@tigers_1964

AKIRA 2024さんがリツイート 
Thoton & The News @Thoton · 11時間11時間前 
【速報】台湾当局、２４社に罰金　福島と近隣４県からの不正輸入で Taiwan FDA
cracks down on imports from #Fukushima http://www.foodnavigator-
asia.com/Policy/Taiwan-FDA-cracks-down-on-imports-from-
Fukushima#.VbhsvcSCfHZ.twitter … v @asuka_250 

AKIRA 2024さんがリツイート 
まゆ 084@mayu · 14時間14時間前 
@084mayu 簡易式の放射線測定器では感知できない 「ベータ線」を出すトリチウム
このトリチウムが酸素と結合すると、「トリチウム水」という放射能の水になるので

、水蒸気となって東日本全域の空気中を漂っているのだ。

それがわれわれの体内に入って、自由に移動している。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 15時間15時間前 
防災実現よりもイノベーション優先なのね。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 15時間15時間前 
気象庁の噴火警戒レベルは詐欺ですから。 
- Togetterまとめ http://togetter.com/li/843053 via @togetter_jp

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 15時間15時間前 
被曝隠して

こども隠さず。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 15時間15時間前 
箱根山はいまレベル3だ。半径1キロを警戒しろと気象庁がゆってる。これを、半径1キ
ロの外側には危害が及ばないと解釈した行政がなされているようにみえるが、それは

大きな誤りだ。昨年9月レベル1で無警戒だった御嶽山が噴火して63人が死んだ。箱根
山1キロ円の外側の安全は保障されない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 15時間15時間前 

http://www.foodnavigator-asia.com/Policy/Taiwan-FDA-cracks-down-on-imports-from-Fukushima#.VbhsvcSCfHZ.twitter
http://togetter.com/li/843053


昨年9月の御嶽山噴火では火口から1.2キロまでの範囲で人が死んだ。いま箱根山では、
火口から1.2キロのところにも人が住んでいる。御嶽山の例にならえば、次の瞬間噴火
してそこで人が死ぬかもしれない。だから、警戒区域内の調査結果は文字通り命にか

かわる情報だ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 15時間15時間前 
周辺の人の命にかかわる情報だからね。周辺の人は、自分の命にかかわる情報を取り

にいくことを禁じられているわけだから、知る権利を有すると考える。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【福島県 潮位情報 2015年07月29日 11:11】
福島県の沿岸では７月３０日から８月５日にかけて満潮の時間帯を中心に潮位が高く

なるため、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
浅間山頂にプリニー式噴煙柱がいきなり立ち上がって、10キロ離れた中軽井沢に軽石
や岩片が降る場合を考える。噴煙上昇から中軽井沢に本格的に降るまでにかかる時間

はまあ20分。5分で噴火速報を出す意味はない。従来のシステムでよい。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
気象庁が噴火だと発表した12時00分には、大勢の登山者がすでに致命傷を受けてま
した。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Chick インドラ天網の猫 @chicksmbox · 18時間18時間前 
福島第1原発最前線「ラジコン」 — 作業員の“特攻”とロボットの“死”が混在する場所
　http://tocana.jp/i/2015/07/post_6906_entry.html …
ロボットのピンチに非常要員として突っ込み、リアクターに肉薄しつつ高線量を被爆

する危険作業のことをその名も「特攻」と呼ぶ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
とっとりん @notennkihibaku · 18時間18時間前 
夫も随分長い事全身に掻痒感がある。放射能を気にしていなかった時、髪の毛が抜け

まくって、季節関係なく、家じゅうにまき散らしてた事があった。禿るまではいか

なかったけど。

脚がつったり、寝込んだり、体調は悪い。

西日本も避難区域か。

http://tocana.jp/i/2015/07/post_6906_entry.html


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 19時間19時間前 
名無し：07/29 07:59
「熱中症にかかってしまいました、みなさんも気をつけてください！」← 脳卒中でし
た

熱中症と脳卒中の初期症状はとても似ていて、脳卒中は夏に多く発症するのだという

http://www.j-cast.com/2015/07/27241229.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
きょんたき 三流学者 @zxh05021 · 7月28日 
2011年3月12日の夕方に、ヘリウム吸った様な声になったことを忘れられない。たぶん
原因はコスモ石油の爆発の方。こちらに関しては情報があったから、雨には絶対濡れ

ないようにしてたけど。逆に原発事故に関しては全く情報なかった。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7月28日 
名無し：07/28 15:04
そもそも2020年オリンピックの最終候補国からしてスペイン、トルコ、日本と深刻な
問題から国民の目をそらすために派手なイベントを必要してた国ばかりで、まともな

国は一つも無かったし。…

neko-aii @neko_aii · 7月27日 
＜地震で完全・完璧に損傷＞

フクイチ「耐震証明」を偽造

調査報道ジャーナリストグレッグ・パラスト氏が

最新著『ハゲタカのピクニック』で指摘

同型のニューヨーク・ショーラム原発も

「耐震基準」をクリアせず 偽造してＮＲＣに報告
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2011/11/post-aa0b.html#more …

AKIRA 2024さんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 7月26日 
松山。数値が上がった。しまなみ海道も同様。低い場所の黒っぽい所は高いなぁ。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 7月23日 
国民が生きるか死ぬかの時にSPEEDI隠蔽するくらいなんだから、この国は、どんな嘘
でも平気でつけるよ。最近の平均寿命や外国人観光客数など非常にあやしい。実感は

http://www.j-cast.com/2015/07/27241229.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2011/11/post-aa0b.html#more


大事だ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Lia misaki∞ @lia_misaki · 6月27日 
おれも奥歯と前歯が折れた。ストロンチウムだろうな。

昔、非破壊検査の社員は、もっても10年で体がボロボロになって死ぬから使い捨てだ
と聞いたことがある。結局、日本人全部が20年でそうなるんだろうな。関東東北だけ
ではないだろ。全国に降り注いでるらしいし、全国拡散させられてる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
おかあつ日記 @ats4u · 6月9日 
総務省統計局の資料によると２０１１年以降、それまで微増傾向だった日本の人口が

、２０１５年迄に１００万人減った。これはこの５年以内に日本の人口の１％に相当

する人間が死んだということを意味し、第二次世界大戦の民間被害者数に相当する。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
kaーto @yosyi228 · 3月25日 
@cmk2wl @jackiemopsy 福島原爆発電所、まーそんな感じですね。
あとは言葉にならないです。

 
ひみつ日記

AKIRA 2024さんがリツイート 
沖 @oki1006 · 1月22日 
セールス？っぽい電話だったのでインコ(すごい喋る)に対応してもらった。
「私○○証券の○本と申します。旦那様はご在宅でs…」
インコ「おじいさんは山へしばきに！おばあさんは川へ！桃！」

「あの、旦那様は…」
インコ「桃が生んだじいさん！！」

途中吹くかと思いました。
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（７月30日）　実は３１１に核戦争が始まってる。普通の戦争は起こし難くなってる
ので、原発を事故（天災）に見せかけ爆破すれば、核攻撃と同じだから。

http://85358.diarynote.jp/201507300749142828/

【 ０４：２０ 関東 最大震度５弱 】　…あれ…
？　

(・ω・;)(;・ω・)？
2015年7月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (14)

前項コメ欄、04時20分の関東で震度５弱の地震の情報は…？

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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神様の大意地悪野郎がＰＣの調子をおかしくしたあげく、作業中のやつを今一瞬にし

て全部消しやがりましたよ。

（＝＝＃）

ぐれてやるッ （寝ます…）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日4:33

…と、思ったら、上記時刻。
ジャストで、【震動５弱】。

(‾○‾;)
でしたか…ヽ（・＿・；）ノ

…たしかに視たんだが…「最大震度５弱　０４：２０」の表示…

…よ、予知夢…？？？？？

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.3】静岡県南方はるか沖 深さ360.9km 2015/07/30 04:20:26
(G)http://j.mp/1LRGXQD (アニメ)http://j.mp/1LRGZYF

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆【M3.4】三重県南東沖 深さ350km 2015/07/30
04:20:28発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1D9DlrX

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 5時間5時間前 
[30日04時22分頃] 福島県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1I2nTg5 (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626473016579354625/photo/1

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
◆◆緊急地震速報(第3報)◆◆【M3.4】三重県南東沖 深さ350km 2015/07/30 04:20:28
発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1D9DlrX

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 5 時間5 時間前 

http://j.mp/1LRGXQD
http://j.mp/1LRGZYF
http://j.mp/1D9DlrX
http://j.mp/1I2nTg5
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626473016579354625/photo/1
http://j.mp/1D9DlrX


[30日04時21分頃] 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 あたりで揺れたかも…
#地震
(アニメ) http://j.mp/1IshUT5 (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626472672881307648/photo/1

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M3.5】三重県南東沖 深さ360km 2015/07/30 04:20:26
発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1D9DlrX

時間的にはコレが合ってる。…？？

２コ同時発震で、震度計に異常。とか…？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=1Neidn12S0E
進撃の巨人〜紅蓮の弓矢／自由の翼〜LIVE
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日9:35
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
▼箱根山ドローンまとめ

神奈川県は、協力企業2社による大涌谷ドローン調査の利権を確保するため、そして31日の知事定
例記者会見でそれを発表するため、15日に温泉地学研究所他が撮影したクリアな大涌谷ドローン
動画を公開してない。

https://www.kanagawa-iri.jp/2015/07/28.html

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日9:38
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早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
もうこうなったら、いっしょだ。急いで調べないと情報が失われる期間は過ぎた。過去の噴火を

堆積物で調べる手法を用いて、ほとぼりがさめてからゆっくり調査しましょうかね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日9:44

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 7月24日 
学者と学生が脱原発で沈黙してた理由はコレか？

しかし、小佐古氏はその後、メディアに出てくることもほとんどありません。それには理由があ

りました小佐古氏のゼミに所属していた学生の就職が、あの会見の後に内定取り消しとなる事例

があったのだそうです。それも一人や二人ではなかったらしい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日9:46

AKIRA 2024さんがリツイート 
冷凍都市 @ayumochineko · 4時間4時間前 
3号機はリアルタイムでニュース観ていて、あ、あれはなんでしょう！黒い煙があがりました。と
リポーターが水を向けると学者がしらっと

あ、あれは水蒸気ですねえ。

と核爆発のキノコ雲に対してそうほざいたのを忘れとらんよ。

学問が腐り、逃げれば助かる筈の命が消えた瞬間も同時に観たんだ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日9:56

AKIRA 2024さんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 7月23日 
国民が生きるか死ぬかの時にSPEEDI隠蔽するくらいなんだから、この国は、どんな嘘でも平気で
つけるよ。最近の平均寿命や外国人観光客数など非常にあやしい。実感は大事だ。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日9:58

AKIRA 2024さんがリツイート 
ねこたまみずき @nekotamamizuki · 7月17日 
@Thoton @azureneo もう日本テレビでは、宮崎駿さんの映画を放映しない模様です。火垂るの墓
も地上波では放映しないでしょう。正しい声を上げた人が、作品ごと葬られる時代になったの

です。#宮崎駿　#日本テレビ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日10:55
cmk2wl @cmk2wl · 7月28日 
「事故のすぐ直後に、世界で有数の原子力産業 アレバ社やジェネラルエレクトリック社、ウェ
スティングハウス社などがこぞって このこと（３号機即発臨界核爆発）を公にしないようにと 国
会に圧力をかけ始めたことを私たちは知っています。」

アーニー・ガンダーセン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日10:57
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
日米安保条約

条約によれば駐留米軍は

日本の安全保障の義務はなく

日本の内乱鎮圧にも

出動する権利が与えられている

内乱鎮圧というと聞こえはいいが

何を正義かと判断するのはアメリカ

都合が悪いことは

それを叩きつぶすことができる
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http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/42584ce26c93bd1f8f95808190455fbc …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:06

AKIRAさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 7月14日 
【拡散】tokaiama 政府がなぜ秘密保護法を急いでいるか？　最大の理由は2016年問題　東北はお
ろか首都圏でも凄い数の人が白血病などで死に始める　東京でも2011年被曝者の大半が発病する
だろう　情報を遮断しなければならない　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:15
AKIRA @AKIRA23150220 · 7月28日 
福島で地震。震度0。
地下の核爆発が震源。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:17

AKIRAさんがリツイート 
偏光プリズム @prism31415 · 7月28日 
実は３１１に核戦争が始まっているという意見、同意する。

普通の形の戦争はなかなか起こし難くなってるので、原発を事故（天災）に見せかけ爆破すれば

、自動的に核攻撃したのと同じだから。米にやられたんだよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:22
AKIRA @AKIRA23150220 · 7月28日 
F1の現状は悪化する事はあっても収束する事は無いと明確に示している。
誰も救いの手は差し伸べてくれない。誰もが自らが生き抜く事で精一杯だからだ。国ですらそ
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うだ。

自らの力で生き抜く事を腹に据えるべきだ。

その為には正確な情報収集能力が必要となる。

魑魅魍魎、偽物、詐欺師に注意

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日12:04

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 7月28日 
心も体も疲れた

・私は誰の信者にもなりません

・自己顕示欲でブログを書いてはいません

・もう誰にも傷つけられたくない

被曝が人を死に至らしめることが体験としてわかっているから続けてきたけどどうしてこんな世

の中になったのかを知ろうとする心がなければ解決できない。公害事業も止まらない

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:32
8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 23時間23時間前  
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました cmk2wl

奴らはとてつもなく頭がいい。危機の中にあっても、「次の危機がくる」という舞台演出をする

ことによって、「いま、そこにある危機」が矮小化されてしまう。by cmk2wl
http://twitter.com/ST0NES/status/628013087807795200 …
まったくだ！@TEPCO_Nuclear
なめられてるぞ、国民！
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（７月30日）　記憶力の劣化＝脳が断続的に寝てしまう。

http://85358.diarynote.jp/201507301149025859/

【 食べて 負う 怨 】／水道の水も飲んじゃダメ
！／東京は核戦争の最前線ですよ！

2015年7月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)

　

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7月28日 
核戦争は2011年3月11日に既に開戦してるのに
それを無視して放射性廃棄物と化した東京で

「反戦」だとか言って子ずれでデモやってる無知

な奴らには、呆れるね！

外に小さい子ども連れ出すぐらいだから

まだ尿検査も甲状腺検査受けてないんでしょう。

東京は核戦争の最前線ですよ！！！

https://www.youtube.com/watch?v=xeBmvHG4P1U
Wisin - Que Viva la Vida 

cmk2wlさんがリツイート 
R⇔L⇔R=EARTH @yasushinihokaw1 · 1時間1時間前 
@cmk2wl 九官鳥は原子力がどういう物か知らないので、繰り返すことしかできない。
健忘症とは、記憶力の劣化＝脳が断続的に寝てしまう。認識能力があれば本質を理解

出来るので、内容がおかしければ、信じない。日本人は認識力が不足している。健忘

症以前に認知症。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：07/29 23:54
某○オン系のスーパーで、キュウリ福島県産って書いてたから素通りしたけど買い忘

れがあって4時間後くらいにまた同じスーパーに行ったらキュウリは「大阪府産」にな
ってた。

うそだろ…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2015/07/29(水) 22:54 ID:XXXXXXXX
杉原杏璃ポテチ食べ歯割れる

http://ameblo.jp/sugihara-anri/entry-12055424579.html …
奥歯だそうだ。典型的なストロン被曝の症状。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 4 時間4 時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました プルト君
じぶんで おしらせしてるじゃねぇかよ。
http://twitter.com/search?
q=from:Plutokun_Bot+%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3&realtime=default&f=tweets
…
なんども。

@Plutokun_Bot さいりんかい？ なんのことかな？

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 9時間9時間前 
リセットボタン連打してる

http://85358.diarynote.jp/201507301149025859/
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http://twitter.com/search?q=from:Plutokun_Bot+%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3&realtime=default&f=tweets


リセットボタン連打してる

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
信じるもなにも、既に 3つ目だ。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/626388743352532993/photo/1

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
チェルノブイリ

事故処理員の全員に脳の萎縮がみられる

（壊された神経細胞は元に戻ることはない）

体の中に入った放射能の量が多いほど

脳の破壊が進み、やがて脳の機能が失われていきます

脳のもっとも外側が破壊されると『記憶力が低下』

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/92044e1a5b94226580448f9d4f2c09d3 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
栃木県御料牧場 放射線測定せずの謎
http://www.e-themis.net/feature/read_1111.php …
私の独自調査です

那須塩原駅付近　平米220万ベクレル
大田原市那須与一道の駅　平米13万ベクレル
御料牧場は中間地点にある

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
皇后さま、心筋虚血の疑い＝来月冠動脈CT検査—宮内庁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150729-00000104-jij-soci …
嗚呼「食べて応援」　那須御料牧場

皇室典範で、天皇はここの食品以外、許されていない

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 17時間17時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
今まだ故意に流通される汚染食材を仕方なくも平気で食べているヒトが大勢いる。

四季を通してあらゆるモノが劣化する土用を過ぎて

ヒトの細胞も急速に劣化する2015年の後半は
水の汚染がヤバイ。

http://twitter.com/ST0NES/status/621263466368663553 …

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 17時間17時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
もう既に脳細胞やられちゃってる？

http://twitter.com/ST0NES/status/625615780244099074 …
今こんな格好になってるヒトは注意したほうがいい。

http://twitter.com/ST0NES/status/625619545273712643 …
#核の夏 の土用が過ぎた頃の日本が‥おそろしい。
土用？

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%9C%9F%E7%94%A8&src=realtime&f=tweets …

AKIRA 2024さんがリツイート 
@Death_naruに騙されない様に♪ 0707@_rachel · 20時間20時間前 
【重要】RT@kitahamamikiya:【首都圏の水道の水も飲んじゃダメ！】
■首都圏の水の汚染は今も進んでいる

■基準値は、事故前の１４２０倍だ！

■政府や大手マスゴミは隠ぺい

詳細→http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/150.html … 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/626254428585066496/photo/1
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http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/92044e1a5b94226580448f9d4f2c09d3
http://www.e-themis.net/feature/read_1111.php
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150729-00000104-jij-soci
http://twitter.com/ST0NES/status/621263466368663553
http://twitter.com/ST0NES/status/625615780244099074
http://twitter.com/ST0NES/status/625619545273712643
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AKIRAさんがリツイート 
Hina @mp5rty · 21時間21時間前 
弁護士チャールズ·ボナー氏：福島第一 #原発 事故後、放射能病で米海兵3人死亡250人
が闘病中 http://jp.sputniknews.com/us/20150729/653421.html …　空母USS Reaganで
事故処理支援に駆けつけた米海軍の兵士達。東電および原発建設に参加した会社へ集

団訴訟を、子孫の分迄補償を求めている

AKIRA @AKIRA23150220 · 20時間20時間前 
戦争は既に始まっている。

https://twitter.com/kurieight/status/626022174663413760 … 
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/626276889972248577/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 21時間21時間前 
【あなたの身体が信号を送っている】

■喉がひりひりする、頭が痛い、鼻血、顔がひりひりする

■立派な被ばく症状です

詳細→　http://matome.naver.jp/odai/2130927183484669001?guid=on … 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/626260289260929024/photo/1

neko-aii @neko_aii · 7月28日 
＜昔の映画で描かれていた核爆発後の世界＞

『歯が欠ける、ぬける、肌に斑点ができる、髪の毛がおそろしいほど抜ける』

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 7月28日 
突然死が増えているのも当然。心臓には体内平均の10倍濃縮。ほんの数ベクレルでも
毎日食べると危険！　http://bit.ly/17Onuin

cmk2wlさんがリツイート 
AKIRAさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 7月28日 
東京では”快晴”の日にも、昼間、異常に濃厚な水蒸気雲が低空にモヤのように立ち込め
ている。

日光が霧雲に遮られていて、薄暗くなっている。原因は、トリチウム水蒸気だという

。トリチウムは半減期12年で、水素と結合して放射性の水となって人体に侵入する。
そして遺伝子を破壊し尽くす。

AKIRAさんがリツイート 
アンドレ @nihon_no_owari · 7月28日 
山手線、急病人だらけだな。東京人、被曝しまくりだから当然か。熱中症のせいにす

んなよ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 7月28日 
熱中症多発はわかっていた事だ。

https://twitter.com/pecko178/status/623433387735298050/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 7月28日 
現実となってしまった。

「ともかく今年の夏は、老若男女が熱中症でバタバタ倒れてゆく。病名は「熱中症」

でも、実態は、ストロンチウムが核変したイットリウムが膵臓に集中して臓器不全を

起こす新型の疾病だ。」（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07211 …

AKIRAさんがリツイート 
Greenlabel_sideB @greenlabel_tw · 7月28日 
東京では、熱が出ないのに咳が長引く人が職場に増えたり、通勤電車が「急病人救護

」のために毎日のように遅延したりしている。変化の速度が緩やかなのでわかりにく

いが、五年前と比べてみれば、変化が生じているのは明白。報道されなくても発表が

なくても、周囲を眺めれば何が起きているかが、見える。

http://jp.sputniknews.com/us/20150729/653421.html
https://twitter.com/kurieight/status/626022174663413760
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/626276889972248577/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2130927183484669001?guid=on
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/626260289260929024/photo/1
http://bit.ly/17Onuin
https://twitter.com/pecko178/status/623433387735298050/photo/1
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss07211


なくても、周囲を眺めれば何が起きているかが、見える。

neko-aii @neko_aii · 7月28日 
"okouchan44 2014年3月6日
増えてます！

間接的知人も入れると

この半年現実生活で聞いたのは、

20代30代の人の急性白血病、
膵臓癌での急逝。

60代の突然死と急逝。
異所性パジェット癌。

老人ですが悪性リンパ腫。

40代間接リューマチ、気管支喘息。 "

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 7月28日 
【拡散】k2cyan 軽井沢は長野で最も酷い汚染！子供が生活できるような汚染じゃ
ない！■1万ベクレル越の長野県.10,500 Bq/Kg of Cesium. Nagano Prefecture Soil.:
http://youtu.be/75VlhH35YJs

Green Breeze @breeze000 · 7月28日 
被曝病変で動物がバタバタと若死にしている。上野動物園では、14年の北極クマ、ア
ザラシ、キリン、スマトラ虎と続く。死因は癌、心不全と多様だ。東山動物園でもラ

イオンが甲状腺がん死んだ。葛西水族館の魚類大量死、と人に迫る運命と思うべきだ

。http://fukushima-diary.com/2015/01/large-mammals-die-rapid-succession-ueno-
zoological-gardens-tumor-heart-failure-etc/ …

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 7月27日 
統計上では、放射線のえいきょうは体の大きさよりも、成長期にあるかどうかのほう

が高いんだ、これはどうぶつでも同じという見解がいまのところなされているよ、こ

どもをたいせつにね！

AKIRAさんがリツイート 
エリン［反核・反戦］ @kazumyagu · 7月27日 
中央線、また遅れてる。

今日はついに、東京方面に向かう車内で急病人救護を多数行っていたため…の放送。
多数って何？Σ（ﾟдﾟlll）

AKIRAさんがリツイート 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7月26日 
急病人続出してる。早く気づけ！

「くら寿司 救急車」で検索すると多くのツイート→https://twitter.com/search?
q=%E3%81%8F%E3%82%89%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd
…
「かっぱ寿司 救急車」で検索すると多くのツイート→https://twitter.com/search?
q=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd
…
「スシロー サイゼリア 救急車」でも同じ。

AKIRAさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 7月19日 
くりえいと @kurieight 氏から
死亡多数で、冠婚葬祭互助会が破たん。掛け金戻らず、葬式出せず。

２４００万口、総額２兆４０００億円にも上る掛け金がある冠婚葬祭互助会の２３５

社中、６５社が問題に直面している。

AKIRAさんがリツイート 
’No Nukes!’ 東京はもうダメ！ @vermidog · 7月19日 

http://youtu.be/75VlhH35YJs
http://fukushima-diary.com/2015/01/large-mammals-die-rapid-succession-ueno-zoological-gardens-tumor-heart-failure-etc/
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https://twitter.com/search?q=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AB%E6%95%91%E6%80%A5%E8%BB%8A&src=typd


’No Nukes!’ 東京はもうダメ！さんがリツイートしました dadajiji39
急病人、亡くなる方が異常に多くなっている事実。３１１前と比較して、葬式が多い

はず。それでも、日本が今異常な状態にあるのに気づかない人たち、東京で普通に過

ごしている人、信じたくないんだろうね。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
優しい気持ちが一番 @leh_manali · 5月21日 
秋田放射能測定室「べくれでねが」さんの測定結果

「Nestle NESCAFE GOLD BLEND」
http://beguredenega.com/archives/4274 
ずっと常飲している人もいると思う..コーヒー。このくらい検出されるって知っていた
ほうがいいかも。

https://www.youtube.com/watch?v=3wkuqRFXNvI
Spice Girls - Viva Forever 

neko-aii @neko_aii · 7月28日 
福島市の中古車業者は

「福島、いわきナンバーは県外で売れないので、

　車検期間が残っていても

　ナンバーを外し、関東に出品している」と明かす。

２０１１年１０月２４日 月曜日 朝日新聞 ３４面より
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/111253c6214c6f4caa4d1192d5162720 …

neko-aii @neko_aii · 7月28日 
2011-12-17
【汚染】川崎港と名古屋港の中古車、5μSv超え19台
（うち10μSv/h超え６台、最高値58μSv/h）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4fb0ccef7b8c8de28f69e13eb32141a3 …
ロシア＞ウラジオストク海洋漁業港で

日本輸出のタイヤ29個、高放射線量計測
最大で毎時1.15μSv

https://www.youtube.com/watch?v=6BTjG-dhf5s
Daddy Yankee - Limbo
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:55

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 9月16日
 
【保存してください】あなたの街のスグ近くに危険な #核燃料物質 の保管場所があります。＜文
部科学省@meti_NIPPON核燃料使用施設リスト＞H23年度放射性廃棄物管理状況（政令第41条非
該当事業所）より@ST0NES #放射能汚染 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://beguredenega.com/archives/4274
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2015年7月30日11:56

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 16時間16時間前  
JUMPILIKEYOUさんがリツイートしました はなゆー

原発事故で全国から招集された日本の自衛隊や消防隊や警察の職員には、その何倍死者や闘病者

がでていることか。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日11:59

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
COBRA לע ת הלימ  תפקתה  @WadjetOsaka · 6月6日 
@ST0NES うん、医者自体が被曝を誤魔化して薬を増やしてる様にしか見えないから、金目の医
者からサイコパスの医者まで７３１部隊に憑依されていってるみたいな感じで、病院に行くので

すら気色悪いわぁ(≧∇≦)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日12:00
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 17時間17時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
「手足口病の流行」への注意を呼びかける報道は

「被曝汚染」を誤魔化す意図の可能性あり

http://ameblo.jp/souldenight/entry-11588154149.html#main …
なるほどな。うちの近所でも出たよ。例の保育園で。

http://twitter.com/ST0NES/status/621159693797298177 …
確実に拡がってるね。内部被曝の累積による免疫力低下。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日12:04
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月28日  
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
 
たしかに。つかれたねぇ。

どこまでつづくんかねぇ？

しんだあとも？

こまったもんだ。いまの人類。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日21:03

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 34分34分前 
@akira_pt4ever 匂いと一緒と考えれば不思議ではないです。

アロマなど嗅いだらすぐにいい匂い、と思うのは分子が鼻の粘膜から吸収されて脳で判断する

から。

食べていいもの、悪いもの、敵が来た、など匂いですぐに判断をしなければならないから、すぐ

に脳に伝わるんです。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日21:26
AKIRA 2024さんがリツイート 
放射能漫画描く人(放射能呪子) @houshanoumanga · 7月29日 
@kibakoichi 知人で、吸気被曝の害を語りつつ、窓は24時間開けっ放し。食品被爆を恐れながら、
サイゼリヤに行っている人がいます。わかっていても「馴染んだライフスタイル」「目の前の

安逸」「捨てられない」を瞬間瞬間選択することの連続が、矛盾に満ちたライフスタイルに
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（７月30日）　…同時多発？で「震度５地震の予知夢？」を視ているひと多数…？

http://85358.diarynote.jp/201507301217396388/

【30日04時22分頃】福島県あたりで揺れた／いま北海道方面の放
射線量が高め／皮膚からも浸透して…冬休みには…、入院？

2015年7月30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=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

これね。（－－＃）

【 ０４：２０ 関東 最大震度５弱 】
　…あれ…？　(・ω・;)(;・ω・)？
http://85358.diarynote.jp/201507300749142828/

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 7時間7時間前 
[30日04時22分頃] 福島県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1I2nTg5 (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626473016579354625/photo/1

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 9時間9時間前 
[30日02時15分頃] 福島県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1IKKuBo (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626441092653694976/photo/1

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
MP Garza @mpgarza2012 · 6月23日 
NO Joke !
#Fukushima Radiation Equal to 10 Hiroshima Bombs EVERY Hour Since 2011
http://wp.me/p2ftZi-2mr 

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
5:00 am - 30 Jul 2015
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas …
単位はμR/h×0.01=μ㏜/hで換算
いま北海道方面の放射線量が高めかも。

風向きは常に確認。

http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
220.95,37.42,1106 … 
https://twitter.com/ST0NES/status/626486704996683776/photo/1

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
2015年7月下旬。木曜日の早朝、#放射能の風
#東電の原発事故 からの風は
太平洋側の海水浴場を襲うように流れてる。ゆっくりと。

マトモに吸いこめば、夏休みの宿題は将来の遺伝子異常。

皮膚からも浸透して、冬休みには入院？気をつけて。

https://twitter.com/ST0NES/status/626481026567553024/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201507301217396388/
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http://j.mp/1I2nTg5
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626473016579354625/photo/1
http://j.mp/1IKKuBo
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626441092653694976/photo/1
http://wp.me/p2ftZi-2mr
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas
http://earth.nullschool.net/jp/?utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-220.95,37.42,1106
https://twitter.com/ST0NES/status/626486704996683776/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/626481026567553024/photo/1


bit.ly/WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
2015年7月30日@JMA_kishou
http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html …
　　夜明けの #汚染濃霧 注意報
#東電の原発事故@TEPCO_Nuclear
トリチウム濃霧？トリチウム海霧？連日だな。現場は #核の冬 

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
2015.07.29_18.00-21.00.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=xN5WAgcmEKs&t=1m13s …
陽が暮れてからも建屋が盾に揺れるほど（カメラのタイムで19:43ごろ）
地下で何かが起っている。#東電の原発事故
http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
2015.07.29_01.00-04.01.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=2v62at0_WPs&t=1m05s …
29日の深夜にも地下で爆発してるな。
朝6時ごろ汚染蒸気はひくものの6:30に磁場の乱れでカメラにノイズが走る。
http://www.youtube.com/watch?v=xDyv1aZUYok …

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 7月28日 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
これもか。茨城県北部？@JMA_kishou
2015年7月28日15時11分ごろM3.4深さ90km
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150728151157.html …
あきらかに #東電の原発事故 周辺だろ。@TEPCO_Nuclear
その他の地震情報

https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
David Garrett - Music - The complete concert live @ Hannover 18 04 2012 

…なんだかとっても、「知ったカオ」（魂）だ…？
？（＾◇＾；）？

…虎さん？
それとも、狼さん？

Elleさん…？

…ドイツ語だｗ
　お茶目な性格だし、「夢で聴いた」音色だし…ｗｗ

「虎さん」だ…！
　！（＾ｗ＾）！

…まぁとりあえず、私ゃ

「悠宙舞さんが遊んでくれるあいだ」は…、

　V I V O ♪　！（＾＾）！　♪

http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html
http://www.youtube.com/watch?v=xN5WAgcmEKs&t=1m13s
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets
http://www.youtube.com/watch?v=2v62at0_WPs&t=1m05s
http://www.youtube.com/watch?v=xDyv1aZUYok
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150728151157.html
https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM


ファル@Cat_tail_refugee @ADF_X02 · 3時間3時間前 
昨日すごくリアルな夢見た。

付近で震度5強の地震が発生してホテルがその被害ですごく荒れてると。
だけど俺は気が付かず普通に寝てて、起きた朝、惨状を見て何かあったんすか？って

ホテルの人に聞いたら気が付かなかったんですか？！あれだけ大きい地震があった

のに？！って言われて目が覚めたw

BOPPO @Boppo2011 · 14時間14時間前 
◆予測ABロジック(続)
なお、予測B=M5.3±0.3 については
日本国内において、全く前兆無しに

いつでも起こり得る規模ですが

最大M5.6で内陸浅発なら、震度5弱
特に、関東ではM4級が頻発傾向なので
やや要注意かも知れません

@nrikom @subaru2012

ょぅι゛ょ 2@boonvip · 14時間14時間前 
昨日大地震が起こる夢を見たんだけどその時見たテレビの地震図が頭にしっかり残っ

てるんだよな

震源は伊豆半島で震度７の地域が赤く塗ってあるところで震度６の地域はオレンジで

震度５は水色 
https://twitter.com/2boonvip/status/626374019327987713/photo/1

…同時多発？で「震度５地震の予知夢？」を視ているひと多数…？

…||||（＠＠；）||||…

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日12:19
||||（＠＠；）||||

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 
翻訳を表示�
【M5.7】NEAR THE EAST COAST OF AUSTRALIA 10.0km 2015/07/30 08:41:40 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1VNV65W
(USGS)http://j.mp/1SihQfa

https://twitter.com/2boonvip/status/626374019327987713/photo/1
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（７月30日）　狼も熊も、本当は自然を支える最上位の神であるとアイヌは知って
いた。

http://85358.diarynote.jp/201507301601216814/

あらあらｗ(^。^;)ｗ
2015年7月30日 恋愛 コメント (1)
 

 
「私」とエルかなこれはｗ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日16:02

http://85358.diarynote.jp/201507301601216814/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
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…掃除はどうした私！(^_^;)！
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201507301612431016/

ほら狼さんだし…ｗ
2015年7月30日 恋愛 コメント (3)
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日17:09
読み終わったので掃除します。

(^_^;)
空と空気が「何だかとても変」です…

たぶん、未明04時20分の「震度５弱」は、フクイチ直撃だった…？

株価の売り逃げとか

「要人」だけ避難、

とかのための時間稼ぎで、情報が遮断されているんでしょうね…

（天皇は要人じゃないんだな。

使い捨ての傀儡なんだな…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日18:09
今日の札幌はむちゃくちゃ蒸し暑いです。(∋_∈)

最高気温… に じゅうはち度…

(‾ー+‾)d
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月26日1:45
amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
人間は狼が牧場を荒らすという理由で、不倶戴天の敵のように駆除してしまった

北海道での狼絶滅は本州より早かったほどだ

だが、狼も熊も、本当は自然を支える最上位の神であるとアイヌは知っていた

調和を司る者　ホーケカムイ　その滅亡とともに取り返しのつかない自然破壊が始まった

 
 

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


（７月30日）　虎さんはね、すごい人なんだよ。私の「前世記憶」（という妄想？）
のなかでは…

http://85358.diarynote.jp/201507302005388026/

【虎さん】 萌え〜♪♪　（＾ｗ＾）ｇ
2015年7月30日 恋愛 コメント (2)
　

前の２つこれね。（＾＾）

続きを読みたいと思ったのに、２巻はまだ出てないらしい…
（てか、停まってる…？）

さて。もう悲惨で嗤うしかないリアルなんて飽きちゃったので、

妄想街道に戻りますよ〜♪

http://85358.diarynote.jp/201507301217396388/

https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
David Garrett - Music - The complete concert live @ Hannover 18 04 2012 

…なんだかとっても、「知ったカオ」（魂）だ…？
？（＾◇＾；）？

…虎さん？それとも、狼さん？Elleさん…？

…ドイツ語だｗ　お茶目な性格だし、「夢で聴いた」音色だし…ｗｗ

「虎さん」だ…！
　！（＾ｗ＾）！

参照：「虎だ虎だ…！」
http://85358.diarynote.jp/201503080834408082/

http://85358.diarynote.jp/201507302005388026/
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…てことで、今また続きを聴いています…♪

さいしょ「狼さん」のほうかと思った。

超絶「私ごのみ♪」の「素朴系ハンサム」♪

（だから『進撃』（原作版）のモブリットさんとか、

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506241016389958_3.jpg
この顔 http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150730/85358_201507301612431016_1.jpg 
ね…ｗ）

だけど喋りかたがドイツ語のくせにおちゃめだしｗ

選曲が…奇をてらい、意表をつき、受けを狙いつつ…、
すっごくハートフルだしｗ

ハンサムだけどタレ目だしｗ

ステージに美女多数はべらせてるしｗ

おや…しかもそれでも、「白ウサギさん」とよろしくやってるんですね…♪

てことで、勝手に、「この人は私のソウルチームメイトのひとり」（仮称「虎さん」）の生まれ

変わり…

ということで、決定しちゃいます…ｗｗｗｗ）

お♪　１：２３：４５のところから、「あの時代の私らのテーマソング」だねぇ…♪

☆「夢で聴いた音色」☆

https://www.youtube.com/watch?v=y6bfl7hJbMI
David Garrett plays Paganini
 
ほらこれ、そっくり♪　これのさらに進化系（最近録音？）だった…♪

虎さんはね、すごい人なんだよ。私の「前世記憶」（という妄想？）のなかでは…
（＾＾）

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150624/85358_201506241016389958_3.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150730/85358_201507301612431016_1.jpg
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なにしろこのひとがいなかったら、「あの時」。

汚染と地震と津波と伝染病の地球上に取り残された最貧層のひとたちを、

「無料で」宇宙にひっぱりあげることなんか、できなかったんだから。ねぇ…♪

永遠に！（＾Ｏ＾）／感謝〜ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4
Berryz工房「友達は友達なんだ！」 (MV)

…あれ…？「黒髪の天才美少年」だよ…？ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=VTPoDJd8dRg
1997 David Garrett plays Mendelssohn[3/3] DAVID GARRETT 16 ♪
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日20:26
…音匣整理をしようと思ってたんだけど、だめだｗ
しばらく虎さんメドレー〜…♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日21:25

AKIRA 2024さんがリツイート 
truth　狼たちは知っている @wolvesknow · 23時間23時間前
 
ムー大陸の神官は大衆に怠惰を続ければ世界が終わると警告し続けてたそうな。で、沈み始め

た時、大衆が神官に助けを求めても、だからこうなるて言うたやろ？でおしまい。この伝説は怠

惰な生活への警告と思ってた。今は知的怠惰への警告と思ってる。マスコミ情報を鵜呑み、正義

https://www.youtube.com/watch?v=DB3rcZiNpL4
https://www.youtube.com/watch?v=VTPoDJd8dRg
http://85358.diarynote.jp/
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の味方役を信仰。沈むわ。



（７月30日）　（…Elleさんの編曲かしら…すげぇイイ！）

http://85358.diarynote.jp/201507302150525707/

Ｆ１地下で爆発してる／気象庁の濃霧注意報はメクラマシ／東京

でも当然子供たちが吸いこんでますよ。

2015年7月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2 分2 分前 
それが「観光客が安心して町を訪れることができる体制」かどうかは、観光客が決

める。

https://www.youtube.com/watch?v=fMK1ftad1J8
Viva la Vida Orchestra Cover 
（…Elleさんの編曲かしら…すげぇイイ！）

おばんです。２０：３６。

いやいやながら、嫌〜な現実の現状も気になるので、情報チェック…
…（－－＃）…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 分2 分前 
阿蘇山。

大量の噴煙と火山灰を噴出し、今日の10時ごろから阿蘇山で地震が多くなっていて、
久々に様子が、おかしいんだけど、気象庁は「噴火認定」しないな。明日に情報を出

すつもりかも。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9分9分前 
名無し：07/30 21:00

http://85358.diarynote.jp/201507302150525707/
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まさかフクイチ程度の放射能で日本全体を暖めちゃうなんて、科学者でも想像しなか

ったな

地下水脈や洞窟がスチームパイプとなって、崩壊熱で気化した水蒸気を日本全体に届

けてる

そのせいで福島を中心に列島がなぞの最高気温更新中ｗｗｗ

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 17分17分前 
#東電の原発事故 周辺地震情報
http://twitter.com/search?
q=from:YuretaKamo+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …
福島県沖http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&e=289 …
浜通http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&e=251 …
中通http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&e=250 …
ほかhttp://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20分前 
山本太郎

参議院：大量破壊兵器も無かったイラク戦争とは何だったのか？を追求

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626716886605008896/photo/1
「①自衛隊が運んだ６割が米軍＆米軍属→軍事支援だろ？　②戦争にもルールがある

→殺害数の9割が民間人。条約違反の常習犯とされてる米国に協力していくのか？」

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
2015.07.30_16.00-19.00
http://www.youtube.com/watch?v=MY7nwfeYHI8&t=1m4s …
この録画で17時すぎの浜通の地震も確認できる。
昼から続く慢性的な汚染蒸気の放出が地震から1時間後に激しさを増す。
確実にF1地下で汚く爆発してる証拠。見とけ！@TEPCO_Nuclear

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
規模が大きめの地震あっただけに

http://twitter.com/ST0NES/status/626700173918404608 …
今日のF1の汚染蒸気の噴出は、かなり濃厚そうだな。@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/625611565325156352 …
地下でグツグツ煮たってる感じ。

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
2015年7月30日、夕刻。F1上空@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/626696222137409536 …
パープルほヘイズから（http://twitter.com/ST0NES/status/625492894414061568 …）
汚染濃霧に煙る月夜へ‥

かなり低い位置に充満してる。 

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://twitter.com/search?q=from:YuretaKamo+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&e=289
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&e=251
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=1&key=1&e=250
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626716886605008896/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=MY7nwfeYHI8&t=1m4s
http://twitter.com/ST0NES/status/626700173918404608
http://twitter.com/ST0NES/status/625611565325156352
http://twitter.com/ST0NES/status/626696222137409536
http://twitter.com/ST0NES/status/625492894414061568


bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
bit.ly/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly/WotNukes
終らない #F1地下の再臨界爆発@TEPCO_Nuclear
2015年7月30日
http://twitter.com/ST0NES/status/625966837562343425 …
http://twitter.com/ST0NES/status/626689073369890816 …
気象庁の濃霧注意報はメクラマシ！@JMA_kishou
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E6%B0%97%E8%B1%A1%E5%BA%81+%E6%BF%83%E9%9C%A7+until:2038-
01-19&src=realtime=default&f=tweets …

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
またはじまってしまったみたい。@TEPCO_Nuclear
本家の工作員いわくところ‥

「毎年、今の時期になると…あれは浜通り特有の霧…」
http://twitter.com/ST0NES/status/625965313574617088 …
今の時期って？もう3月からなんですけど？半年も？ 

bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
7月30日19:00。今日もです。F1周辺地震のあとです。
http://twitter.com/ST0NES/status/626680854002020352 …
@Happy11311 毎年、今の時期になると同じ質問がきて困ってるんだけど…。あれは
浜通り特有の霧です。28 Jul 2015

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
夕焼け小焼けの #トリチウム水蒸気
追われて逃げなかったのは いつの日か‥@TEPCO_Nuclear
F1:1号機のカバー解体どころの問題じゃねぇだろ。
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+1%E5%8F%B7%E6%A9%9F+%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC+until:2038-
01-19&src=realtime=default&f=tweets …
連日ですよ。連日。しかも春から。 

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
ふくいちライブカメラ。

色もついてきました。 

cmk2wlさんがリツイート 
あずき @nemesis385 · 2 時間2 時間前 
@cmk2wl わかりました、やってみます！
ちょっと離れて、戻って来ると（戻って来るべきではないのは承知ですが）、何とも

やるせない思いになりますね…

http://twitter.com/ST0NES/status/625966837562343425
http://twitter.com/ST0NES/status/626689073369890816
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E6%B0%97%E8%B1%A1%E5%BA%81+%E6%BF%83%E9%9C%A7+until:2038-01-19&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/625965313574617088
http://twitter.com/ST0NES/status/626680854002020352
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+1%E5%8F%B7%E6%A9%9F+%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC+until:2038-01-19&src=realtime=default&f=tweets


部屋の湿度も75%ありました。布団がカビて捨てる羽目に。今迄こんなことはなかっ
たのです。埼玉南部です。海沿いじゃないんです。

cmk2wlさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
@cmk2wl トリチウム水は普通の水より沸点が高いために、同じ温度でも普通の水より
も大量な”水蒸気”を発生します。しかも、日光が遮られているために、日中も気温が上
がらず低いので、トリチウム水からの更に大量な水蒸気雲が生成される為です

http://ameblo.jp/allahakbar231/entry-12013183585.html …

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
今日は東京の区部の東部、南部。川崎地域に光化学オキシダント注意報でした。

中央区 全域
港区 全域
江東区 全域
江戸川区 全域
目黒区 全域
大田区 全域
世田谷区 全域
渋谷区 全域
川崎市川崎区 全域
頻度が上がっています。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
福島浜通り

マグニチュード4.2　深さ10km
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626672681505681409/photo/1
3.11以降、福島浜通りで約800回の地震が起こっていて、急激に地震が増えた震源が福
島浜通り（2005年〜2011年2月19日までの間は、わずか約20回の地震しかなかった
震源）

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 4時間4時間前 
[30日17時16分頃] 福島県 茨城県 栃木県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1gp201v (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626667707493056512/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年07月30日 15:57】
近畿地方では、３０日夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨の降るお

それがあります。浸水害、土砂災害、河川の増水、竜巻などの激しい突風や落雷に注

意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【横浜地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年07月30日

http://ameblo.jp/allahakbar231/entry-12013183585.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626672681505681409/photo/1
http://j.mp/1gp201v
https://twitter.com/YuretaKamo/status/626667707493056512/photo/1


15:50】
神奈川県では、３１日は、光化学スモッグの発生しやすい気象状態となるでしょう。

屋外での活動に十分注意してください。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6時間6時間前 
東京電力管内、栃木県と茨城県の間でも落雷が多数観測されています。

https://twitter.com/rescuenow_net/status/626628908180500481/photo/1
東京電力◆雨量・雷観測情報

http://thunder.tepco.co.jp/ 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6時間6時間前 
関西電力管内で相次いで落雷が観測されています。

https://twitter.com/rescuenow_net/status/626628105122279424/photo/1
関西電力◆雷情報

http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/supply/kaminari-info/ …
〔関西電力〕大阪府の約40000軒で一時停電(30日14時30分現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150730-00000006-rescuenow-soci … 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
西からゲリラ豪雨。

東京２３区には「雷注意報」　洗濯物に、ご注意を。（http://tokyo-ame.jwa.or.jp ）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626612717520945152/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7時間7時間前 
王滝村長から回答文には「行方不明者の捜索活動が継続しており」と明記してある。

行方不明すなわち生存が前提になってる。

調査のための御嶽山入山は不許可　王滝村長 http://kipuka.blog70.fc2.com/blog-entry-
706.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 8時間8時間前 
.@YuriHiranuma @ymdmina 朝四時ごろのNHKって、他の時間にはとりあげないニュ
ースをぽろっとやるんですよね。311後の14日の朝、「雨が降る前に水道水の汲み置き
をしてください」と悲壮な感じでアナウンサーが繰り返していました。その後のニュ

ースではまったくなし。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ぶっぶっ夢っ現っ iTweet @Me_We_Me_We · 8時間8時間前 
今の福島第一原発

ごく微量でも遺伝子破壊する

トリチウムの水蒸気で真っ白です。

@mika_kinose @k2cyan: 
銚子で湿度100％
東京でも当然子供たちが吸いこんでますよ。

https://twitter.com/rescuenow_net/status/626628908180500481/photo/1
http://thunder.tepco.co.jp/
https://twitter.com/rescuenow_net/status/626628105122279424/photo/1
http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/supply/kaminari-info/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150730-00000006-rescuenow-soci
http://tokyo-ame.jwa.or.jp/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/626612717520945152/photo/1
http://kipuka.blog70.fc2.com/blog-entry-706.html


特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【神奈川県 高温注意情報 2015年07月30日 12:24】
神奈川県では、３０日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中

症など健康管理に注意してください。

[予想最高気温]
▼横浜　　３５度

▼小田原　３３度

AKIRA 2024さんがリツイート
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9時間9時間前 
"zakuro_shinonom: 三車線の真ん中車線に、信号変わっても動かない車両が１台。
皆、抜いて進んでく。

故障かな？と思って、抜き様に運転席見たら、オッサンが口開けて寝てたww
と、思う。永眠やったら不味いが(ーー;)
#眠り病
クーラーかけて就寝

強烈な眠気

除染は？

AKIRA 2024さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 10時間10時間前 
◆福島の国道6号線◆の話題　〜全ての道は炉まで通ず〜 4-Seaまとめ
http://matome.naver.jp/odai/2141114198321034001 …。車のみ全線開通。政府は「通
行時は窓を閉め切って」と　

https://twitter.com/s_hiroki24/status/365076094212255748/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：07/11 00:29 ID:-
jrmmnisi
我が家の上の階に住むご家庭に赤ちゃんが生まれた。

口唇口蓋裂だったため、赤ちゃんだけまだ入院中だとこのこと。500人に1人と割合の
多い先天異常だと言うけど…＠沖縄

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：06/11 00:16
愛媛県松山市在住

https://www.facebook.com/kazuya.nishimori.73/posts/1626061250983842 …
特異日？

今夜は救急。脳梗塞も脳出血も、CT撮るたびに出る出る。お天道様に左右される時も
ある。救急車3台まとめて受け入れ?笑うしかありません。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：06/09 23:58
札幌市在住

https://www.facebook.com/takashi.kodama.9619/posts/877596855648874 …

http://matome.naver.jp/odai/2141114198321034001
https://twitter.com/s_hiroki24/status/365076094212255748/photo/1
https://www.facebook.com/kazuya.nishimori.73/posts/1626061250983842
https://www.facebook.com/takashi.kodama.9619/posts/877596855648874


急性心筋梗塞になってから３日が経ったが此れからの事が大変なのが分かった

40代でもなりえる心筋梗塞脳梗塞
自分を少しだけ見つめ直してはいかがでしょう

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：2015/07/29(水) 22:54 ID:XXXXXXXX
杉原杏璃ポテチ食べ歯割れる

http://ameblo.jp/sugihara-anri/entry-12055424579.html …
奥歯だそうだ。典型的なストロン被曝の症状。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 14時間14時間前 
〔局地的豪雨〕群馬県北部で局地的に非常に激しい雨　交通にも影響

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150730-00000001-rescuenow-soci …
■人的被害

被害の情報なし

■家屋被害

【床下浸水】

・群馬県：4軒(みなかみ町)
・利根川の支流の奈女沢川の一部で水があふれ、上牧地区・小日向地区で住宅の床下

浸水…

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 15時間15時間前 
5時40分現在、群馬県に土砂災害警戒情報が発表されています。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/626494131959930881/photo/1
【土砂災害警戒情報】

・群馬県：沼田市、川場村、みなかみ町(30日05:35) 

AKIRA 2024さんがリツイート 
惻隠之心 @jikoukitai · 7月26日 
【危険】原発から”閃光”が出ている！地下で臨界が生じている可能性がある。『フクイ
チは危険な状態にある！再臨界が進み破局的な噴火を引き起こす』

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306041&g=131208 … … 
https://twitter.com/jikoukitai/status/625139829387341824/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
良い木（人類否定·現実逃避な人でなし） @yoiki_papa · 2013年6月9日 
トリチウムは放射性水素、酸素原子と結合し放射能を帯びた水分子に。重い核種は海

底沈殿するのかも知れないけど、海に流れたトリチウムは表層海流に乗り東南アジア

経由で欧州に向かい、アイスランド到達後沈み込み、深層海流でまた太平洋に戻って

くる。

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

http://ameblo.jp/sugihara-anri/entry-12055424579.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150730-00000001-rescuenow-soci
https://twitter.com/rescuenow_net/status/626494131959930881/photo/1
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306041&g=131208
https://twitter.com/jikoukitai/status/625139829387341824/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=AcGbuveDwTg


Taylor Swift - Viva La Vida 

AKIRA 2024さんがリツイート 
sinwanohate @sinwanohate · 23時間23時間前 
日本でヨウ素剤を飲ませなかったと知ったウクライナの医師は「日本の専門家たちは

ウクライナに来て、事故直後にヨウ素剤の服用を徹底しなかった私達を叱ったのに、

自分たちは何もしていなかったなんて」と驚いた。日本ではヨウ素を求める声に「

パニックを煽るな」という声が上がった（広河さんの文章）

AKIRA 2024さんがリツイート 
木葉功一 @kibakoichi · 7月29日 
@houshanoumanga SNSで注意喚起をしながら「その場所」に居続ける人達は、自分
で情報を調べ、集め、分析できる方が多いのですが、そうであるなら自分の言動の分

裂に気付かないはずがありません。俺が理解できないのはその点なのです。

https://www.youtube.com/watch?v=mSBR7xIpOpc
Hey! Say! JUMP　Viva！ 9 s SOUL　JUMPing CAR 

ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 8時間8時間前 
ナオリン（脱原発に１票）さんがリツイートしました rima(アベ政治を許さない)
原発ムラの犬、田中俊一の答えが凄い。「川内原発で何かが起こっても放射性物質の

放出量はフクイチの１０００分の１以下と想定している」どういう科学的検討をした

ら１０００分の１という具体的な数字が出て来るのか？口から出まかせというのがコ

レだ 

bit.ly/WotNukesさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 12月17日 
吐きそう@ST0NES: #fact‼すべての原子力発電所は、#軍用プルトニウム の生成や
#劣化ウラン の軍事利用が最大の目的
原発は核施設！日本は米国のプルトニウム生産下請け会社‥

例

http://twitter.com/ST0NES/status/500004466536361984#http://twitter.com/ST0NES/status/542665230707208192
…”
https://twitter.com/mitsuki_ab/status/531437798100721664/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=ZbBPZsTPfAE
[LIVE] Viva La Revolution / Dragon Ash 

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 55分55分前 

https://www.youtube.com/watch?v=mSBR7xIpOpc
http://twitter.com/ST0NES/status/500004466536361984#http://twitter.com/ST0NES/status/542665230707208192
https://twitter.com/mitsuki_ab/status/531437798100721664/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ZbBPZsTPfAE


子供を移住させたい。それが一番です。

AKIRA 2024さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 2時間2時間前 
まったくもって同感です。RT @tokaiamada 正直、私が安保法制や反対デモなどに、
あまり触れない理由は、子ども達の命が凄まじい危機に晒されて、もうすぐ信じられ

ない大量死が始まることが約束されているのに、大半の人が危機意識を持っていない

からです

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：07/30 13:11
街中で時々不発弾が見つかるけどまず誤爆の恐れなんてないし、実際に誤爆したこと

なんてないのに…最悪の事態を想定して、周辺住民を避難させたうえで処理を開始
する…
なんでフクイチの燃料プールいじりは、最善のケースのみ想定して黙ってやろうとす

るのか…

AKIRA 2024さんがリツイート 
シナトラ・ベイシー @SINATRA_BASIE · 13時間13時間前 
『今話題のＳＥＡＬＤｓでさへも、このフクシマの問題には触らないようにしている

みたいです。『疲労困憊したおじさんのブログという』の主の弓場氏が「皆さんはフ

クシマのことはどう考えていますか？」と尋ねたら「関係ない事は聞くな」と罵倒さ

れたそうです。 』 @SINATRA_BASIE

https://www.youtube.com/watch?v=jt2lEdE3bfI
GG 06 Viva la revolution 

２ちゃん原発情報さんがリツイート 
どどいつ文庫ぴゃむ寒むぅ @dobunko · 5時間5時間前 
元記事はすでに行方不明に http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1438213523/-100
… RT @2ch_NPP_info @upest 「原因不明死」(by NHK)ってまさか… 国内初 死因究明
センター開設 http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6053699771.html … … 福島市の福
島県立医科大学に

AKIRA 2024さんがリツイート 
ゆめ☆ @yumechan2010 · 23時間23時間前 
@maritake1 本気でそう感じるしずるいです！放射能安全です！とか地産地消の給食、
甲状腺がんは因果関係考えにくいとか言いながら抜けた乳歯調べてあげるから持って

きてねとか、でも核実験の放射性物質含まれてますよとか先に言い訳してるし決して

認めないのに調べてデータをとりたいなんて

AKIRA 2024さんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=jt2lEdE3bfI
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1438213523/-100
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6053699771.html


ゆめ☆ @yumechan2010 · 7月29日 
日本初　死因究明センターが福島医大に。あくまでも犯罪関連の説明してるけど本当

の目的は違うのでは？　こないだ小学校で配られた「抜けた乳歯で放射能調べます」

みたいなものだよね。決して因果関係あると言わず、でも調べたくてたまらないん

でしょう

https://twitter.com/yumechan2010/status/626323373543436288/photo/1

…生きろ。…

https://www.youtube.com/watch?v=aXs0NnGN6Jc
Royal Philharmonic Orchestra Plays ABBA

https://twitter.com/yumechan2010/status/626323373543436288/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=aXs0NnGN6Jc


（７月30日）

http://85358.diarynote.jp/201507302338088261/

フェイントせいや★(・_・;)
2015年7月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

阿蘇山の噴火宣言は明日？

とか見せかけておいて、

ノーマーク？諏訪ノ瀬島が

急噴火、噴煙1000ｍとな？
ヽ（・＿・；）ノ

…夏休みなのに、沖縄航空便、欠航か…。。。(〃_ _)σ‖

（台風、竜巻、噴火…！）

特務機関NERV @UN_NERV · 11 時間11 時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年07月30日 21:59】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年07月30日 21:50
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現象：噴火

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日23:39
前項参照。

逃げるなら

国外ウルグアイ推奨。

国内サッポロ以外たぶん死滅。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年7月30日23:43
満月？がやけに綺羅綺羅しい

レモン金色。

…(‾○‾;)…

そして移動速度が速すぎる？

ヽ（・＿・；）ノ

そんなこと有り得るの…？？
(・ω・;)(;・ω・)
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（７月31日）　帰天（肉体的死？）の時期が近づいて来たようです。

http://85358.diarynote.jp/201507310835383204/

♪ 傍観者の日々にサヨウナラ…♪
2015年7月31日 恋愛

おはようございます。０８：１２。

バイトは中番。４連勤の１日目。

（－－；）

札幌は２５℃。強風。空は真っ白。予報は荒天。

今朝の音楽はＣＤシングルでこれでした…
https://www.youtube.com/watch?v=__57yay-MM4
Lia - Your Resonance ~Under Faraway Sky~ 

ごく久しぶり？に、予知夢ではなく「深層心理や強迫観念が解り易く戯動画化されている夢」を

視まして…
…（＾□＾；）…

「進学（受験）のために明日までに帰郷しなくてはいけないのだが、切符の買い方が判らず、窓

口のお姉さんに全部お願いして路線と乗り換えと金額を調べてもらい、それ持って指示に従って

ボタン操作して自販機にお金を入れろ…と言われたところで、自販機の使い方がまったく分か

http://85358.diarynote.jp/201507310835383204/
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らず、パニクってるところで後から来た人にせかされて逆ギレ口論寸前…（－－；）…

という、ちょっと困った

…（＾□＾；）…夢でした…☆

まぁ、「帰郷して進学する気になった」という自分の深層心理夢は、初めてなので…

（＾＾；）

内心の「魂の本音」の整理は、ついたんでしょうね…

帰天（肉体的死？）の時期が近づいて来たようです。

後悔の無いように、漫画と音楽三昧の、

札幌らくらく日常を力いっぱい？愉しみます…

…（＾へ＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=llnZAoacy2M
Lia - Will 

地震マップ @eq_map · 7 時間7 時間前 � 北海道 新得町 
【M2.9】大雪山系 深さ153.6km 2015/07/31 01:37:56
(G)http://j.mp/1MWotgw (Y)http://j.mp/1IuiCiK

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.0】北海道南東はるか沖 深さ56.1km 2015/07/30 18:19:22
(G)http://j.mp/1LZ8v8j (アニメ)http://j.mp/1SOk40Q

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 青森県 八戸市 
【最大震度1】(気象庁発表) 青森県三八上北地方 深さ約80km M2.9 30日13時53分頃
発生 
(G)http://j.mp/1z13pxv (気象庁)http://j.mp/1H4HSGQ

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ46.1km 2015/07/30 09:28:53 http://j.mp/1VNVBNn

https://www.youtube.com/watch?v=llnZAoacy2M
http://j.mp/1MWotgw
http://j.mp/1IuiCiK
http://j.mp/1LZ8v8j
http://j.mp/1SOk40Q
http://j.mp/1z13pxv
http://j.mp/1H4HSGQ
http://j.mp/1VNVBNn


https://www.youtube.com/watch?v=f6zs6VdCev4
おすすめ曲「Lia」＃３　絆色-kizunairo
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f6zs6VdCev4


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 



（続きます）

 
 
 
 
 
 
 

続きます。

（＾＾；）

↓
 

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１５－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年８月）
 

http://p.booklog.jp/book/118395
 

 
 



奥付

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）

http://p.booklog.jp/book/118325
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