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（８月２日）　…アルバトーレ。か…？！

http://85358.diarynote.jp/201508020858381695/

♪ 天気がイイとテンションが上がる単純な性格で ♪ 〜 旅に出る
ときが来た 〜 つまり、もう始まっちゃった…

2015年8月2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 
tajima izumi @storktaja · 7月20日 
ポーランドでは、チェルノブイリ事故2日後、国内すべての15歳以下のこどもたちに飲
ませたヨードを、福島では飲ませないと判断。判断したのは当事副知事だった今の福

島知事。ねぇねぇ、ホントにみんな知ってる？ 
https://twitter.com/storktaja/status/623028407308193793/photo/1

おはようございます。０８：１３。

札幌は２日続きの晴天！

！（＾＾）！

てことで、お目覚め音楽はＣＤでコレ〜♪

https://www.youtube.com/watch?v=98p-3WbE4UU
愛してる - INFINITY 16 welcomez 若旦那 

終わってます…吹く死魔！

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。

コレが出てる時は【非常事態】現在進行形…！

https://www.youtube.com/watch?v=5dHCRFAfnJ8
三宅洋平 「Gypsy Song」　2013/4/25 

http://85358.diarynote.jp/201508020858381695/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508020858381695/
https://twitter.com/storktaja/status/623028407308193793/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=98p-3WbE4UU
https://www.youtube.com/watch?v=5dHCRFAfnJ8


https://www.youtube.com/watch?v=hti-Areh01Y
(仮)ALBATRUS - ジプシーソング (Offical Video) 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 57分57分前 
今日の犬吠埼 8/2 7:45 濃霧 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/627611254769610752/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
lips_k @lips_k · 1時間1時間前 
これじゃ無理かな・・ 
https://twitter.com/lips_k/status/627603394069430273/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 1時間1時間前 
どっかのママさんが、「命がけで産んだ我が子を戦争に奪われてたまるか、殺し殺さ

れるために産んだ訳ではない。子どもたちの為に私たちは諦めない。誰の子どもも殺

させない」 って言ってるけど、その「戦争」を『放射能』に変えてみたら？

Dandy @qDandyp · 2 時間2 時間前 
フクイチ 
https://twitter.com/qDandyp/status/627599292203569152/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
ブロックしているのにわざわざ見に来る必要はありません。

否認している状態をニュートラルに戻して、情報を検索してください。

原子炉建屋の壁の厚さぐらいすぐにわかるものです。

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08月02日 06:02】
関東甲信地方では、２日も大気の状態が非常に不安定となるため、落雷、竜巻などの

激しい突風、降ひょう、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意してください

。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
3号機はMOX燃料の核爆発（核攻撃？4号機も？）
新燃料の一部は地下へ‥

https://www.youtube.com/watch?v=hti-Areh01Y
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/627611254769610752/photo/1
https://twitter.com/lips_k/status/627603394069430273/photo/1
https://twitter.com/qDandyp/status/627599292203569152/photo/1
http://twitter.com/vansox/status/626847955119517696


http://twitter.com/vansox/status/626847955119517696 …
4号機は2012年より前に燃料を移動済み。
@nhk_news 東京電力はF1:4号機のプールで使用前の燃料を試験的に取り出す作業を始
…メルトダウンに水素爆発。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東の天気 2015年8月2日】
今日はむせる様な暑い空気に強烈な日差しが照りつけて厳しい暑さになります。熱中

症対策をシッカリと。午後は山沿いで急な雨や雷の恐れがあります。モクモクした底

が灰色の雲など雷雨のサインにご注意下さい。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 3時間3時間前 
2015年8月2日
早朝の #東電の原発事故 現場@TEPCO_Nuclear
不気味に曇っているな。ここで

あと2週間後、またもや恐ろしいことが勃るのだろうか？
また国民は眠れない日が？

http://twitter.com/ST0NES/status/627577484003807232 … 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【埼玉県 高温注意情報 2015年08月02日 05:02】
埼玉県では、２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]
▼さいたま　３７度

▼熊谷　　　３８度

▼秩父　　　３６度

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
福島原発、モヤが出てきました。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
確かなのは、福島第一の格納容器は今や穴だらけであり、そこから地下水が浸入し炉

心と直接接触しているということです。核燃料がコンクリートを貫通したかどうかは

、環境や福島の人びとにとってはもはや意味のない問題です。

アーニー・ガンダーセン 2015年7月

http://twitter.com/ST0NES/status/627577484003807232


原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 7 時間7 時間前 
もうちょっと飲めるかな 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450297180159365120/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 · 8時間8時間前 
東日本で経済活動続ける事自体が、

この放射能汚染問題の

加害者になるってことですよ。

なぜソ連が廃村の地域を作ったのか

そしてその村をブルドザーで破壊して埋めたのか？

それは、その汚染の酷い地域の放射能が、他の地域を

また汚染することが無いようにする為に廃村があったんですよ。

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 8時間8時間前 
フクイチ３号機の燃料交換用クレーンの撤去作業が本日、行われる予定だそうだけど

、３号機建屋が高線量汚染されていて、しかも落下クレーンも核爆発の直撃を受けて

水中に落ちたもの。どんな工法をとるにせよ、高線量の巨大瓦礫に変わりなし。寝た

子を起こすようなものだね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 8時間8時間前 
５キロにわたり死骸、新潟の川で数千匹の魚死ぬ: 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/eco/20150801-OYT1T50031.html?from=tw … １５日午前１１
時頃、南魚沼市塩沢地区で魚野川の浅瀬が干上がり、カジカやアユなどが死んでいた

。死骸は約５キロにわたり数千匹程度あった 
https://twitter.com/oldblue2012/status/627500805688430592/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9時間9時間前 
JUMPILIKEYOUさんがリツイートしました cmk2wl
３号機の爆発では周囲に緑色の液体が飛散しているように見える 

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 12 時間12 時間前 
【拡散】nuke_cs137 私のまわりのとくに幼いこどものいる友人は東京を脱出した。ほ

https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450297180159365120/photo/1
http://www.yomiuri.co.jp/eco/20150801-OYT1T50031.html?from=tw
https://twitter.com/oldblue2012/status/627500805688430592/photo/1


とんどは関西、そして沖縄まで。その時私は札幌に行こうと決めた。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
花盗人 @nusubito_hana · 7月30日 
熊谷市でα線を放出する放射性物質：ストロンチウム89が113Bq/kgも検出？〜最悪の
汚染地帯は埼玉だった！！千葉より凄いhttp://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=305784&g=131206 … 
https://twitter.com/nusubito_hana/status/626683668174499840/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ひろひろ @dw0w0wb · 7月29日 
東京で５０年ぶり海開き、江戸川区の葛西海浜公園で海水浴解禁！！！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306355&g=131207 …〜８００ベクレル
の海水で、子供たちを海水浴させる東京都！！！ 
https://twitter.com/dw0w0wb/status/626385051308068864/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 5月24日 
Risk of hydrogen explosion f/ leaking containers at #Fukushima ALPS廃液容器内の水素
、濃度が高ければ静電気で爆発の恐れも

。http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201505230059 …

参照：https://twitter.com/2ch_NPP_info

https://www.youtube.com/watch?v=vewYN375ZAE
(仮)ALBATRUS & cro-magnon @ SUNLIFE 

…アルバトーレ。か…？！
http://85358.diarynote.jp/200910200342564430/
http://76519.diarynote.jp/?day=20061119
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日8:30
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
今日8月2日の09時以降、
吊り上げの準備をしてると思われるクレーン。ワイヤーがたるんだり、ピィーンと張ったり、ほ

かにクレーンの位置を微調整してるよう動作。この時間帯に行ってる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日8:31
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前  
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO

これ、さっきのNHK日曜討論で山本太郎 議員が言ってた作業。
非常に危険な作業なので、他の作業員達は、この作業をやる時は、いつでも退避できるような体

制をとるほどの非常に危険な作業。予定では8月2日：鹿島建設が行う作業。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日8:32
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
今日8月2日
福島原発で超難関な作業の「FHM：燃料交換機」の吊り上げ作業をやると東電が言っていたけど
、やってるんじゃないの？報道しないけど。　福島原発ライブカメラを見ると、そんな動きをし

てるけど。　これ、落っことしたら、大変だよ
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（８月３日）　夢見は予知でも前世記憶でも深層心理でもなく、時折断続的に見てい
る「異世界シリーズ」…

http://85358.diarynote.jp/201508030851462945/

また日本で報道していない。

2015年8月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
陣内大蔵 - 君を信じてる

おはようございます。０８：０２です。

昨夜は帰投して洗顔と換気あんど室温下げのための窓開けまでが限界で、

洗濯＋入浴どころか着替えもせず、開けた窓を閉めもせずに、寝床で気絶…

ｗ（－－＃）ｗ

自覚している以上に、被曝と夏ばて？のＷ負担が過負荷でカフカなザムザのお目覚め状態（意味

不明）のようなのですが…

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 8時間8時間前 
のんきなひと。やさしい人。

まだなんとかなるとおもってるひと。

逃げたくても逃げられないひと。

そんなことないと言いはって

あの原発事故後の汚染の深刻さを認められないヒト。

それがツイッターなのかもしれないけどね。

肉体に著しい異変を自覚したときが

そこにいてはいけない‥サイン。

起きたら全身筋肉痛。（〜〜；）

というのが最大の謎なんですが…

http://85358.diarynote.jp/201508030851462945/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4


むしろバイト中すわりっぱなしで運動不足の脚部のムクミのほうが寿命と体型に関わる大問題だ

と思ってるんですが…

水浮腫が解消されると筋肉痛状のものが遺るのか？

セシウム食べクレのせいなのか…？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=qBXjC9sC8X0
陣内大蔵 - 天網恢々 (Heaven’s Vengeance) 

夢見は予知でも前世記憶でも深層心理でもなく、

時折断続的に見ている「異世界シリーズ」…

とにかく長くてエピソードがだらだらしていて、特にストーリー展開はない

「たんに異世界なだけの日常事件簿日記」だったという程度の記憶のみ…。

https://www.youtube.com/watch?v=4w9Bs-lAVwo
陣内大蔵 - Angel 

さて。

バイトは４連勤の最終日…

出る前に髪だけは洗わないとね。

（－－；）

もう時間がありませんね…。

札幌は２１℃。（＾＾；）

無風。高く白く明るく霞んだ空です。

オホーツクかシベリア由来の湿気。

線量とっても低くて、高原リゾート気分〜♪

（＾ｗ＾）ｇ

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
"@jumpilikeyou うん。やはり霧じゃないですね。
地面から湧き出してる。

https://www.youtube.com/watch?v=qBXjC9sC8X0
https://www.youtube.com/watch?v=4w9Bs-lAVwo


ゆえに放射性物質が混じったガス。

http://mainichi.jp/movie/movie.html?id=891294502002 …"
2015年08月02日 東京電力 福島第1原発3号機（20秒）
http://www.youtube.com/watch?v=IuP7gI0RUqE …

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08月03日 05:16】
関東甲信地方では、３日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定とな

るでしょう。落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょう、土砂災害、低い土地の浸水、

河川の増水に注意してください。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
stellarwind2005 @stellarwind2005 · 4時間4時間前 
stellarwind2005さんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
各局のディレクターたちだってネットでF１を見てる。
調べてる人もきっといる。

でも誰も出せない。提案もできていないだろう。

あなたたちのちっぽけな自己規制の積み重ねが、

少しずつ、確実に東日本の国民を蝕んでいる。それも知ってるよね？ 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
主権者【I’m not Abe】 @andoukita · 5時間5時間前 
テレビのニュースでも全く取り上げられてないようですね、

ブラウン管の向こうの世界は原発事故も特別秘密保護法の強行採決も何も起きてない

@ST0NES @matayoshitatsu @AKIRA23150220

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
@ST0NES @kurieight @cmk2wl 
最近の写真では燃料プールはタービン建屋側だが、構造図では反対側。図が正しけれ

ば「プールを模した池」が最も壊れていないタービン建屋側の4階に作られたと分
かる。 設計図ありませんか？ pic.twitter.com/9lEgqlwYhm

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 
福島県いわき市四倉海岸の濃霧。

人がいる？

一体この国の国民の命を守ると云う義務はどこへいってしまったのだろう。 

http://mainichi.jp/movie/movie.html?id=891294502002
http://www.youtube.com/watch?v=IuP7gI0RUqE


https://twitter.com/AKIRA23150220/status/627889258687115264/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 8時間8時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
とにかく湿度が高い日が続いてしまったからね。この影響で。

http://twitter.com/ST0NES/status/625321567577214976 …
http://twitter.com/ST0NES/status/627838708142575617 …
原子炉の内側だけでなくhttp://twitter.com/ST0NES/status/625333186361307136 …
人間も錆びて腐る。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
また日本で報道していない

数日前、坂本龍一が、安保法制に関して「正面から改正することなく、解釈によって

憲法をなし崩しにしようという、クーデターに近いものだと思っています」と言った

それを叩くバカがいるけど、至って真っ当な意見だ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
知らない人が多いですよね

東京あたりの上空は「アメリカ軍の航空機」が優先ですからね。「ここは飛んじゃダ

メよ。アメリカ様の空域だしね」と、遠慮しながら日本の飛行機は飛んでる状態。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
制作費‥税金？

原発事故も国有化されると

いろんな会社が儲かるようになってるんだな。

とくに報道機関。

https://twitter.com/ST0NES/status/627847302216986624/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
というか、がれきとプールの寸法が合ってない？

http://www.henkan-muryo.com/file-convert/result/20150802tepconuclear.mp4 …
（この動画は24h後に削除）
で、この水の中から引きあげたのに、なぜ水滴が垂れない？

というか、ここ、ほんとに3号機なのか？
@kurieight 巨大がれきを撤去したが燃料棒はどこに？？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/627889258687115264/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/625321567577214976
http://twitter.com/ST0NES/status/627838708142575617
http://twitter.com/ST0NES/status/625333186361307136
https://twitter.com/ST0NES/status/627847302216986624/photo/1
http://www.henkan-muryo.com/file-convert/result/20150802tepconuclear.mp4


今日、ラジオで鳥越さん

「戦後、日本は植民地みたいなもんです。　首都圏にアメリカ軍の基地がいくつあ

るか？知らない国民もいるんです。横田基地、横須賀、厚木など、六本木にも米軍ヘ

リの離着陸できる場所がある。つまりそういう事なんです」

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
"@WadjetOsaka 福島第一原発が、またトリチウム夜霧のハウスマヌカンで又、毛が抜
けるヤツが増えてくる♫ "
昼のシャケ弁当もヤバイです。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ムーン @bosoboso34 · 10時間10時間前 
@junko_in_sappro @ST0NES そうです、殺されます。逃げて！

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は02日19:50まで有効です。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
口永良部島。6月19日以来噴火なし。地震は毎日1回か0回。なぜレベル5なんだろか
ねえ。

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150802160013.html …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
直径1メートルの大きな噴石の人たちは、こんなシェルターじゃ役に立たないと言わな
いのはなぜだろうか。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
クレーンの引き上げとか、核燃料与太話の裏で、もっとよくないことを隠すというこ

とを想定しておくのがいい（これほど敷地が曇っていたら、引き上げなんて作業はそ

もそもできない）

これまでずっとそうだった。

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150802160013.html


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

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 17時間17時間前 
単純に、コストだけでそう設計したのかもしれないが。

（でも、コストだけでそう設計するのって、人命軽視だよね）

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

 
　

 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 49 分49 分前 
御嶽山で63人も死んだのは、観測が足りなかったのでも、情報伝達がまずかったの
でも、ない。火口のそばにひとが大勢いたからだ。もし二度と繰り返したくないなら

、御嶽山にひとを登らせないしか方法はない。

https://www.youtube.com/watch?v=b88pxLpMZKk
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150803/85358_201508030851462945_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150803/85358_201508030851462945_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150803/85358_201508030851462945_3.jpg


8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 13 時間13 時間前 
数年後に報道され騒いでからでは遅い。

大勢に認識してほしい。@AKIRA23150220
F1の濃霧については政府も東電もマスコミも一切触れない。
この事実を認めたくない…
中性子水蒸気と云う高濃度放射性物質の霧を認めたくないのだ。

吸い込めば、直ちに人体に影響があると云うのに。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
原発が爆発したときの教訓は

まんがいち、高濃度の放射性物質が拡散した場合、風速と風向きにもよるけど、だい

たい東京までの所要時間は、6時間〜9時間ぐらいじゃなかったかな。ほぼ、都内全域
の放射線量が、ガンマ線で1マイクロシーベルト（＝プルーム通過したとき）を超えた
とき。

 



（８月３日）　アルパカさんとビクーニャさんが、お荷物かかえてパッパカラッパ〜♪
…していたのが可愛くて笑えたｗ

http://85358.diarynote.jp/201508031039044871/

ツクツクホーシが大群で…＼(◎o◎)／
2015年8月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (11)
　

びっくり。(‾○‾;)
去年までは居なかったと思う。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201508031039044871/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201508031039044871/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2015年8月3日10:40
てか、昨日までは居なかった。

（断言）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日15:44
覚えていたら後で

♪ 何でもない日バンザイ ♪
の唄を貼ろう。と思った半日。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日15:46
アルパカさんとビクーニャさんが、お荷物かかえてパッパカラッパ〜♪…していたのが可愛くて
笑えたｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日15:49
さっきから面妖な電波干渉？で気絶寸前。(∋_∈)
頭の真横で電子レンジのスイッチ入れられた時みたいな横殴りのショックが続いていて、

気合いと霊力？で意識を保つので精一杯。(∋_∈)

何も考えられない…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日15:56
昨日の「北海道以外ぜんぶ雷」に続いて、

「新潟以西はぜんぶ雷」大会な現実…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月3日23:01
無理。寝る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日4:45

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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目が覚めたら04時44分み

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:41

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前 
http://p.twipple.jp/qlpVp 昨日トリチウム過去最高値更新だったそうだ。
やはり、、、＞＜

＊体調メモ：

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:46

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 12時間12時間前 
ほらね、やっぱり３号機スパイクしてる。

http://fukuichi.mods.jp/?p=37&fname=p34.csv&cnt=10&update=%E6%9B%B4%E6%96%B0 …

今朝も疲労感。

ずっと頭痛＆リンパ腫れ

＊体調メモ：

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:46

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
虹空 @rainbowskya · 2012年11月17日 
ヘレン・カルディコット博士の話によると、放射線の感受性は女性は男性の2倍高く、男児は成人
男性の1000倍高いのだそう。体感が男女でまるで違うなら、言葉で説得しても男性にわかるはず
なんかなかったと、さっき知って驚いているところ。

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8月4日21:20
cmk2wl @cmk2wl · 8月3日 
電磁波（非電離放射線）も重要なので、次号あたりのメルマガから測定器による家庭内の電場・

磁場・マイクロ波の情報をお伝えしていきます。

電磁波はそもそも危険ですが、荷電粒子（放射性物質）と関係します。

 

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


（８月４日）　バイトは休み。予定は未定。同じフロアの隣の部署が「もふもふ動物園
」なので…、

http://85358.diarynote.jp/201508040738457097/

まず必要なのはカボチャ…♪
2015年8月4日 音楽 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=ArlPxHUcLDU
MATOKA 

あらためまして、おはようございます。

０６：３８です。

札幌の外気温２３℃くらい？

空は高くて白い「晴れ」。

風が強めで、

線量は低めです。

（＾＾）

バイトは休み。予定は未定。

…まず昨日の分のふぉろーから行きましょうかね…

☆セミ。

http://85358.diarynote.jp/201508040738457097/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201508040738457097/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150804/85358_201508040738457097_1.jpg
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150804/85358_201508040738457097_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ArlPxHUcLDU
http://85358.diarynote.jp/201408030934249369/


http://85358.diarynote.jp/201408030934249369/
＞「札幌にはセミがいない！」

https://www.youtube.com/watch?v=3x5f1cvK24E
ツクツクボウシの鳴き声 

https://www.youtube.com/watch?v=BfqctaO81Cs
エゾゼミは手の上でも鳴き続けますね〜 

※ちなみにエゾゼミは関東にはいない。（たぶん）

はじめ蝉だと気がつかなかった…☆

https://www.youtube.com/watch?v=7FDlHsx1xdQ
米洗い 

☆♪ 何でもない日バンザイ ♪
https://www.youtube.com/watch?v=K-0WE7muXGY
お誕生日じゃない日のうた　（ふしぎの国のアリス）

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ZmTsdafCeRY
ビビディ・バビディ・ブー　（シンデレラ）

☆アルパカさんとビクーニャさん

画像上から順に、アルパカ、ビクーニャ、リャマ。…たぶん…
…（＾＾；）…（日本人には、見分けはつかないと思う…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
yunyun アルパカらっぱからっぱ えこりん村 

同じフロアの隣の部署が「もふもふ動物園」なので…、
私の娯楽にされているのは、おそらくばれている…ｗ

★頭の真横で電子レンジのスイッチ入れられた時みたいな横殴りのショック

http://www.nstimes.info/07-2005/microwave.html

https://www.youtube.com/watch?v=3x5f1cvK24E
https://www.youtube.com/watch?v=BfqctaO81Cs
https://www.youtube.com/watch?v=7FDlHsx1xdQ
https://www.youtube.com/watch?v=K-0WE7muXGY
https://www.youtube.com/watch?v=ZmTsdafCeRY
https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
http://www.nstimes.info/07-2005/microwave.html


＞電子レンジで「チン」は健康に悪い

https://www.youtube.com/watch?v=D_sJh_F5JKc
コン・バトラーV [STEREO] 

★「新潟以西はぜんぶ雷」大会

https://www.youtube.com/watch?v=AGeK85JNhFM
雷矢/続行の歌 

https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs
芸能山城組 - AKIRA (ANX Remix) 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:47

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ハヤシジュンイチ @i_moya_tyo · 14時間14時間前 
@cmk2wl 私は東京、五反田ですが、311後の数日間、まさにこの時期に犬を連れて散歩してい
た時、視界に白い雪のような細い線が走るのを見ました。雪だと思って手に受けても何もなく、

印象としては網膜に直接光が写っている感じでした。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日9:54
8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 � 沖縄県 与那国町 
【プラズマループ大爆発！ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!】8/3 今朝07:24amJSTに太陽の裏側でX10
級かと思える程のCMEが発生したので、反対側と言えども、水曜辺りには何かやって来そうなレ
ベルだ。

https://www.youtube.com/watch?v=D_sJh_F5JKc
https://www.youtube.com/watch?v=AGeK85JNhFM
https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs
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8月4日20:54

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 10時間10時間前 
「見たのではなく、見たと報道から聞いただけですね」　TVなどに文化をつくられてどうする？
貴方が本当に目にしたこと、体験したことが真実だ。

 



（８月４日）　あした地震がおこったら

http://85358.diarynote.jp/201508040911497833/

音匣！　（演奏休憩…）
2015年8月4日 音楽
　

いいかげん減らさないと…（＾＾；）…

ほんと、あっというまに増える…ｗｗｗ

★もういいかな…？

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

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=mIrt5MkGpy0
2 Hours of Dark Music 

☆まだまだ聴く！

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=8zj-UWmPqzU
The Witchcraft Song Collection - Chants, rites, spells, dance songs 

http://85358.diarynote.jp/201508040911497833/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=I1BJzKy8TbE
https://www.youtube.com/watch?v=Oj_ByD5-qGA
https://www.youtube.com/watch?v=mIrt5MkGpy0
https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns&list=RD4gLEzKPEwvo&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU


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

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=9vPI9MHKwJY
Merry Chistmas Mr Lawrence OST 

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=E2xJSlu8kpI
羽毛田丈史「地球に乾杯」【OFFICIAL】 

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

https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
https://www.youtube.com/watch?v=9vPI9MHKwJY
https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
https://www.youtube.com/watch?v=E2xJSlu8kpI
https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs


（８月４日）　…脳内覚醒剤が、切れたかな…／どうやら心筋梗塞を起こしていたよう
です(笑

http://85358.diarynote.jp/201508041127516132/

なんで？

2015年8月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
　

なんでこんなに

体調が悪いんだろう？(-"-;)
天気は最高なのに

漫画を読む以外

なにもできない。(∋_∈)

去年のこととか、

まったく思い出せない。

明日より先の

計画が立てられない。

百草園や軽井沢の

楽しかったことばかり、

脳内が走馬灯のようだよ…

(・ω・;)(;・ω・)

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日14:01
仮死（心肺停止）ってた？気がする。ヽ（・＿・；）ノ

体調の谷は抜けた？感じ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日17:06
考えてみれば私ゃ百草園時代、息も絶え絶えに週３日働くのが精一杯で、あとの日はひたすら寝

込んでいた、慢性過労症候群患者であった…
(・ω・;)(;・ω・)

…３１１後、文字通り命懸けの「原発火事場の馬鹿ぢから」で必死の匍匐前進で、這いずって逃
げて来たけど…

┐(’〜`；)┌

…ここへきて妙に安心？してるので…

http://85358.diarynote.jp/201508041127516132/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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…脳内覚醒剤が、切れたかな…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日20:44

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 2時間2時間前 
@Shiki9638 
#就寝線
#眠り病
もし本当に睡眠がおかしいなら神経系統がやられている可能性があります。

早急に対策しないと日常生活が困難になる場合があります。仕事はもちろん無理になります。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日20:47

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴこたん @picogmgm · 14時間14時間前

いま思うとカナリアの自分はチェルノの時も具合が悪くなったんだよね。事故直後から三ヶ月く

らい怠くて怠くて寝てばかりいたの。

…て、事はだよ？ 海外に出ても体調が悪くなる可能性はあるわけで。

しかもプクイチはダダ漏れで終わりがないし。

地球の空はつながっているからね。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日20:51
8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7時間7時間前 
内部被曝ストロンチウムが脳神経でβ崩壊？

「くら寿司 救急車」で検索すると多くのツイート→http
s://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」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日21:13
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/02 00:07
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千葉県八街市在住

https://www.facebook.com/noriko.hanawa.18/posts/675941155883342 …
わたくし47才になる昨夜
どうやら心筋梗塞を起こしていたようです(笑
心臓はいままでで最強にデカくなり

心臓の筋肉は弱り肺は水びたしテキナ…ははッ
 

https://www.facebook.com/noriko.hanawa.18/posts/675941155883342


【悲報】東京が「死の町」宣言：地下鉄「死出のキップ売り場」に改名

http://85358.diarynote.jp/201508042105599409/

【現在放出中フレッシュ放射性ヨウ素】／強烈な放射線がメラメ

ラ／溶け落ちた核燃料デブリが地下水脈に／尋常じゃない量の核

物質を噴き出す水蒸気爆発。

2015年8月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

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

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
F1昨日の午後。
http://twitter.com/ST0NES/status/628063616156086272 …
今朝。2015年8月4日。晴れているのに上空はガスで霞んでいる。
3号機、共用プール、排気塔の周辺、強烈な放射線がメラメラ‥
http://www.youtube.com/watch?v=S8UCRSTQUzs … 

neko-aii @neko_aii · 8月2日 
「じつは家族を疎開させている東電社員は沢山いる。

京都は避難民を多く受け入れているが、

転入生は東電社員の子どもだらけ。

彼らは（東電社員の）親の指示で給食を食べない。

言ってることとやってることがまるで違うが、これが彼らの本音」

（IWJ・岩上安身）

http://85358.diarynote.jp/201508042105599409/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150804/85358_201508042105599409_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150804/85358_201508042105599409_2.jpg
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http://www.youtube.com/watch?v=S8UCRSTQUzs


…なんとか起きだしましたよ…
１９：３２．（－－；）

気温２５℃、室温２９℃。

せめて音匣と紙様の整理くらいは、するかな…
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
鉄道員 (poppoya railway man) 

特務機関NERV @UN_NERV · 2 分2 分前 
【ＪＲ京浜東北線・横浜線 運転見合わせ】
JR京浜東北線は、停電の影響で午後7時15分から横浜駅と桜木町駅の間の上下線で運
転を見合わせています。また、この影響でJR横浜線も横浜駅と東神奈川駅の間の上下
線で運転を見合わせています。

http://nerv.link/MncScX

火の鳥 @saah1809 · 41 分41 分前 
各地で旅客機が着陸できないくらいの濃霧。この原因はフクイチの地下から噴出する

膨大な量の放射性水蒸気！→２つ目のミニ太陽の恐怖〜濃霧にご用心〜

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306441&g=131205 … 
https://twitter.com/saah1809/status/628525350016827392/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 55分55分前 
核融合 科学研究所で火災：岐阜県
「4日15時12分ごろ。核融合 科学研究所で火災が発生。作業員１人死亡。放射性物質
の漏えいなどはないとしている。」

報道：http://www.asahi.com/articles/ASH845JFCH84OIPE022.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628506843879346176/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 1時間1時間前 
福島が沸騰してるから暑いんだよ〜。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は04日18:40まで有効です。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
http://nerv.link/MncScX
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306441&g=131205
https://twitter.com/saah1809/status/628525350016827392/photo/1
http://www.asahi.com/articles/ASH845JFCH84OIPE022.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628506843879346176/photo/1


くりえいと @kurieight · 2時間2時間前 
@sayoko909 土岐の核融合で火事 

早川由紀夫さんがリツイート 
ヤマケイオンライン @YAMAKEI_ONLINE · 2時間2時間前 
谷川岳登山指導センター：7月20日の集中豪雨に続き30日もみなかみ町では記録的豪雨
。各地で土砂災害発生。谷川岳ロープウェイは電気関係のケーブル切断により運転再

開未定。 - 15年08月04日（火） http://www.yamakei-
online.com/mt_info/info_detail.php?info_id=1010 … #谷川岳

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
一説には東京の地下にも原発があるとか‥

http://twitter.com/Rei_Midorikawa/status/625821115403767809 …
青森や神奈川の放射能モレや全国あちこち #核燃料物質 の倉庫もあったり
http://twitter.com/ST0NES/status/626355929970126848 …
放射能汚染は、#東電の原発事故 だけではない‥にしても
一番ヤバイのがF1。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
早川由紀夫さんがリツイートしました ひで＠桃食いなっせ
え、噴火速報はFAXで該当都道府県に通知するのか。人の命なんてどうでもいいだ
ろう。正しく行政した証拠を残したいだけだろ。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
神奈川県 川崎市内の原子炉施設。
場所「川崎区浮島」「核燃料：あり」

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628486285808697345/photo/1
詳細（川崎市ホームページ：http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html …
）

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
無責任すぎる元・国営放送@nhk_news
#青森県 #日本原燃 #六ヶ所村の核施設の事故 は、
その後どうなったのか？

http://twitter.com/search?
q=from:nhk_news+%E5%85%AD%E3%83%B6%E6%89%80%E6%9D%91&src=realtime=default&f=tweets
…
http://twitter.com/search?
q=from:nhk_news+%E6%A0%B8%E7%87%83%E6%96%99&src=realtime=default&f=tweets
…
http://twitter.com/search?
q=from:nhk_news+%E9%9D%92%E6%A3%AE&src=realtime=default&f=tweets …

http://www.yamakei-online.com/mt_info/info_detail.php?info_id=1010
http://twitter.com/Rei_Midorikawa/status/625821115403767809
http://twitter.com/ST0NES/status/626355929970126848
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628486285808697345/photo/1
http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html
http://twitter.com/search?q=from:nhk_news+%E5%85%AD%E3%83%B6%E6%89%80%E6%9D%91&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/search?q=from:nhk_news+%E6%A0%B8%E7%87%83%E6%96%99&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/search?q=from:nhk_news+%E9%9D%92%E6%A3%AE&src=realtime=default&f=tweets


検索してもない。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：08/04 17:37
岐阜県警によると、４日午後、同県土岐市の自然科学研究機構核融合科学研究所で火

災があり、作業員１人が首などにやけどを負ったほか、１人と連絡が取れない状況

になっている

放射性物質の漏えいなどはない

#近くの方は警戒を

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
8月3日：夕方〜深夜
神奈川県川崎区浮島で放射線量の異常値（スパイク：通常0.041μSv/h →0.125μSv/hに
急上昇）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628482529364848640/photo/1
以前から度々ある場所。　近くに「原子炉施設：原子力技術研究所」がある。

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08月04日 17:15】
関東甲信地方では、４日夜遅くにかけて、雷を伴って非常に激しい雨の降る所がある

でしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に警戒、注意してください。落雷

、竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意してください。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Moira @sugi_moira · 4時間4時間前 
Moiraさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
福島第一原発の将来リスクは２つ。

溶け落ちた核燃料デブリが

・地下水脈に触れ尋常じゃない量の核物質を爆発的に噴き出す水蒸気爆発

・何万年も地下水脈を汚染し、海洋、生物、山河汚染を誘発 

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年08月04日 15:48
】

関東地方の一部の地域では、明日（５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。

8月14日？ 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_ · 5時間5時間前 
主なじゃがいも生産エリア 福島県白河市 【ふくしまけんしらかわし】： カルビー株式
会社

http://goo.gl/IukDr9 
★加工食品と産地★の話題 - NAVER まとめ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628482529364848640/photo/1
http://goo.gl/IukDr9
https://twitter.com/4_Sea_/status/619921718564401152/photo/1


https://twitter.com/4_Sea_/status/619921718564401152/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
二酸化硫黄(SO2) 、 一酸化窒素(NO)、 二酸化窒素(NO2)は、基準から数値を逸脱させ
ないって方針なんだろうか。

オキシダントやPMに関わらず、あまり数値が変動しない。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
まぁあれだよね。神奈川ぐらいまでの人は、いつでも一時避難できるような心構え

は持ってないとダメだよね。オリンピックが決まってからは、原発の綱渡り状態を、

まったく報道しなくなってるから、危ないね。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
最高気温ランキング

8月4日14時現在 
https://twitter.com/cmk2wl/status/628453956113465344/photo/1

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 
14:00現在、複数の地域で落雷が観測されています。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/628432708683853824/photo/1
東京電力◆雨量・雷観測情報

http://thunder.tepco.co.jp/ 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
群馬県、埼玉県、千葉県に光化学オキシダント注意報発令中。

京都府、大阪府、岡山県に光化学オキシダント注意報発令中。

PM2.5も濃度上昇。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
このハンドルに引っ掛けて

遠隔操作の巨大クレーンで引き上げる。ここが変形して危ないなら普通に引き上げら

れないし、もし引き上げ時に、ハンドルが破損し落っこっちゃったら、大変だ。破損

が４体とか言ってるけど、もっと破損してるんだろうなぁ。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 8時間8時間前 
3号機ドタバタ喜劇を信じてる人がいる事に平和な日本だと思う。
ところで、あのつり上げたガラクタはどこに保管するんでしょうか…
東電発表もしてないよね。

そうニセモノだから汚染されてないんだよね。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 

https://twitter.com/cmk2wl/status/628453956113465344/photo/1
https://twitter.com/rescuenow_net/status/628432708683853824/photo/1
http://thunder.tepco.co.jp/


【近畿地方 気象情報 2015年08月04日 10:51】
近畿地方では、４日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる見

込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょうに注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
福井県坂井市のラドン濃度

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628375236384133120/photo/1
昨日から高いよな。昨日は（44ベクレル/m3）今日は（42ベクレル/m3） 普段は（16ベ
クレル程度）昨日は数10km先で（震度3
　http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150803101309395-031009.html …）の地震。
#jishin

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10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08月04日 09:44
】

関東地方の一部の地域では、今日（４日）昼過ぎから夕方にかけて、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。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 11時間11時間前 
なんだ、｢噴火」としか報じないのか噴火速報。噴火の内容を言わないらしい。いまあ

る「噴火に関する火山観測報」のラベルを張り替えただけなのか。なんとも羊頭

狗肉。 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：2015/08/04(火) 07:40 ID:XXXXXXXX
乗った都バスのドアがしまって、そのまま何も動かないと思ったら、運転手が寝て

いた。乗客が起こしてやっと動き出した。これで何回目だ。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
本間　公太郎 @momota315 · 12時間12時間前 
@ST0NES 今更信用しろと言うには無理がある。海にも大気にも漏れているんだろう
？

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【関東の天気 2015年8月4日】
今日も強烈な日差しが届いて厳しい暑さが続きます。こまめな水分補給で熱中症対

策を。午後は山沿いで急な雷雨や突風・雹に注意が必要です。濃いグレーの雲が接近

してきたら天気急変にご注意下さい。

cmk2wlさんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 19時間19時間前 
AKIRAさんがリツイートしました cmk2wl
燃料プールに使用済核燃料など無い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628375236384133120/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150803101309395-031009.html


東電はいつまで茶番を続けるつもりだ。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 19時間19時間前 
核のゴミも借金も被曝も仕方ないですよね。って思う人がいることにびっくりした。

家畜は逃げない。逃げられない。

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 22 時間22 時間前 
@danmaku_usuizo @cxjr 
妄想

カメラの画像を霧の中の撮影済みのものに切り替えて、

あらかじめ準備しておいた瓦礫もどきをクレーンに遠くで引っ掛けて

それを3号機の上まで吊るしてきて
そこから動画配信をスタートさせて

元の場所に降ろす

以上。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 23時間23時間前 
福島にいたとき、2Fの周りをジョギングしていた。晴れた日に、霧で前が見えなかっ
たなどという記憶は一切ない。あの煙って、地下から出てきているんじゃないの？

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
あべこべがえる @abekobegaeru · 23時間23時間前 
34年間も滞っていたのに安全保障関連法案が
閣議決定した途端に稼働の話が進んでるって…
何なのこのタイミング。怖いわ。

細菌兵器とか研究するつもりなの？

国立感染研：レベル４施設、稼働へ…国と武蔵村山市が合意 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20150803k0000e040161000c.html …

neko-aiiさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 8月3日 
テレビで熱中症を煽るのは、『被ばく症状と熱中症が似てる』から。

熱中症で全て片付けたいから。

冬から春には花粉症、今年からは熱中症が登場。似てるよ、被ばく症状と熱中症…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/02 18:46
西日本は、奥大山のミネラルヴォータが激安だけど 採集地が、人形峠から超至近距離
なんだな

僅か、10kmくらいかな
人形峠周辺って、汚染が余りに激しくて、立入り手禁止区域だっけ

http://mainichi.jp/select/news/20150803k0000e040161000c.html


8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/03 00:39
平均気温との差の図ならあった

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/tenkou/hensa_map.html …
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/627974668494835712/photo/1
名無し：08/03 00:43
なんか、福島から遠ざかるほど平均に近くて 大丈夫かね 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/03 08:36
こんなのもあった。福島が平年気温＋６℃で最高。仙台が＋５℃

https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/627990234915966976/photo/1
tenkijp
【いつもの年より暑い?極端な暑さ続く】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/ishigami/2015/08/03/28901.html … 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/02 23:45
aknmssm
いま、第一原発をずっと取材してる木野龍逸さんに聞いたら、Jビレッジで死亡した場
合は発表しないというローカルルールがあるそうです。なにそれ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/02 23:45
aknmssm
当日の様子→昨日、いちがた（午前の持ち場）で勤務したあと、現場で熱中症に

なり、OS-1飲まされて、救急車呼びますか？って係りの人が聞いたんどけど、Sさん
は「俺大丈夫です」って断って…Jビレッジに戻ったら、そこで倒れたそうです。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/02 23:45
aknmssm 11時間前
昨日午後、東京電力福島第一原発の作業員が熱中症で死亡。凍土壁担当の36歳のSさん
。なぜ東電は発表しないのでしょうか？

#昨日とは８月１日か

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：2015/08/01(土) 22:35 ID:XXXXXXXX
熱中症か、横浜・甲府・青森などで６人死亡

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150801-OYT1T50106.html?from=ytop_main6 …

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/tenkou/hensa_map.html
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/627974668494835712/photo/1
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/627990234915966976/photo/1
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/ishigami/2015/08/03/28901.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150801-OYT1T50106.html?from=ytop_main6


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月2日 
名無し：08/03 07:18
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150803/k10010176231000.html …
使用済み核燃料再処理工場で監視機器故障落雷か

青森県六ヶ所村にある使用済み核燃料の再処理工場で、高レベル放射性廃棄物の廃液

の漏れなどを監視する機器４つが、相次いで故障するトラブルが発生

neko-aii @neko_aii · 8月2日 
2015年8月02日
（福島県）H25年1月以降、突然出現するヨウ素131の濃度が200[Bq/kg]以上
となるデータが11回記録されている。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/031c0100d61b68608aac1f77db1f593e …

neko-aii @neko_aii · 8月2日 
2011.3.16の朝にはマスクをしながら新幹線で西に逃げた。
車内には青ざめた顔をした外国人が、

座席からあふれてたくさん通路にいたのを見て、

「ああ、外人には本当の情報が伝わっているんだな」と思ったよ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2c74abdc4be2ba4fc3e5045d804b1376 …

neko-aiiさんがリツイート 
命の党・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 7月31日 
【現在放出中のフレッシュ放射性ヨウ素】

週単位のIAEA基準の半分強なので「ヨウ素剤服用なし」！？
そよ風で２時間程で南相馬やいわき市に運び続けられている

少し薄まった毒が「/週」単位基準で良いわけがない！
皆で国会議員に伝えよう！ 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
さんした。 @jack10502 · 7月29日 
目の前で車が止まったと思ったら運転手寝てたなあれ。

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 38分38分前 
熊本隊の看護婦たちが、原爆投下後の長崎に派遣され、数日後から発熱。「デング熱

」と診断されたと。

赤痢、デング熱。 フクシマ後と全く同じ。国立感染症は、全部わかっているな。こり
ゃあ 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150803/k10010176231000.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/031c0100d61b68608aac1f77db1f593e
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2c74abdc4be2ba4fc3e5045d804b1376
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


https://twitter.com/onodekita/status/628519348072611840/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 2時間2時間前 
みんなで保存 「チェーンメールで放射線デマ拡大（by 文部科学省原子力災害対策支援
本部＆読売新聞）」 http://bit.ly/1n3mJEZ 
https://twitter.com/Behind_the_Days/status/476332628233039872/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 19時間19時間前 
@cmk2wl @k2cyan 私が知ってるのは男性です。怯える主婦に危険を煽って測って食
べるよう勧め機械を売りつけ避難はさせない。まだ測ったほうが良いかもと収束を装

い避難の邪魔をする。関東で顧客を確保しようと悪質です。汚染地域に不動産がある

ので惜しい様で異常なケチです。答えケチ

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 20時間20時間前 
遺伝子組み換えバクテリアの排泄物であるアスパルテームは、歴史上もっとも論争を

呼んでいる食品添加物だ。製造企業から研究資金を貰った74論文すべてが「安全」と
結論したのに対し、他の独立研究機関の90論文中83論文が「脳腫瘍等の致命的な健康
被害をもたらす危険性がある」と結論。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
反原連が出てくるタイミングが、もうわかったでしょ？

こんな時は潰しにかかるのです。

4号機の燃料プールの時もそうでした。

neko-aiiさんがリツイート 
knznymmmy @knznymmmy · 8月3日 
抗癌剤は投与して4週間以内に
癌が1割小さくなればそれだけで「認可」
ちなみにその後癌が元に戻ったとしても無視

しかも10人中1人でそのケチ臭い縮小が起きればそれでおｋ
ましてや「治る」かどうかなんか

初めから調べる気すら無いし

抗癌剤のせいで癌が増えてる疑惑なんかもっと無視

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 7月31日 
黒人、アラブ人、日本人＝有色人種だけに発症するように皮膚細胞の色素に反応し潜

伏期間から覚醒する形に遺伝子組替えされたペスト菌、コレラ菌＝生物兵器は既に出

来上がっている。こうした生物兵器の研究に米国で最初に着手したのはロックフェラ

ーの運営する研究所であった。

https://twitter.com/onodekita/status/628519348072611840/photo/1
http://bit.ly/1n3mJEZ
https://twitter.com/Behind_the_Days/status/476332628233039872/photo/1


neko-aiiさんがリツイート 
かず- @kzooooo · 7月31日 
何度でも言います　自民党は福島県民に「脱原発・全原発廃炉」を約束しました　全

世界注目の「フクシマ」の人達にこのビラを配ったのです　まさかあれはウソでした

なんて・・・ http://p.twipple.jp/vU8x9 http://p.twipple.jp/uZwts

https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
【MV】luz - クイーンオブハート/luz - Queen of Heart 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：08/04 18:32
【悲報】東京が「死の町」宣言：地下鉄「死出のキップ売り場」に改名

常世（とこよ）、かくりよ（隠世、幽世）とは、永久に変わらない神域。死後の世界

でもあり、黄泉…
https://twitter.com/abettitube/status/625566273305341952/photo/1

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

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

http://p.twipple.jp/vU8x9
http://p.twipple.jp/uZwts
https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
https://twitter.com/abettitube/status/625566273305341952/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0


（８月４日）　「音が途絶えると精神的に耐えられない」。自覚してる以上に、ひそか
にパニクッテるなぁ、私…

音匣　（寝ます…）
2015年8月4日 音楽 コメント (4)

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 54分54分前 
朝のNHKラジオ「今日はからだにこたえる暑さになる‥」
夏なんだから、そうかもしれないけどねぇ‥

　湿度が高い日つづいてて、マトモな夏じゃねぇっ！

これを問題視する学者らはいねぇのか？

ということで、ミュージックタイム。

まずは！http://www.youtube.com/watch?v=5_msHpEa3_Y …

★もういいかな…

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

https://www.youtube.com/watch?v=6jQsl2nGQrw

http://85358.diarynote.jp/201508042205598087/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201508042205598087/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150804/85358_201508042205598087_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150804/85358_201508042205598087_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150804/85358_201508042205598087_3.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=5_msHpEa3_Y
https://www.youtube.com/watch?v=-AV1DZXUTh4
https://www.youtube.com/watch?v=6jQsl2nGQrw


【Jhnosno】麻枝 准×やなぎなぎ 12首 

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=YWlNv3uCqoM
桜の樹の下　KOKIA 「最遊記外伝」OP Full | Saiyuki Gaiden OVA Opening Full 

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=aYyvC9dMLyE&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=1
Elysion 〜樂園幻想物語組曲〜01 エルの楽園 [→ Side：E →] 

☆まだまだ聴く。

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

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA

https://www.youtube.com/watch?v=WhvONZPCtqE
https://www.youtube.com/watch?v=kOPOsGmOHyw
https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM
https://www.youtube.com/watch?v=IXTfybOzrEc
https://www.youtube.com/watch?v=8PHnw_u5DBc
https://www.youtube.com/watch?v=v3VUD--Xsko
https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw
https://www.youtube.com/watch?v=3VCCuM8uQS8
https://www.youtube.com/watch?v=aYyvC9dMLyE&list=PLA5F6C892E35F72B2&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA


【最遊記・外伝】 最/後/の/歌 （MAD） 

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=qzApByoaLxM
【最遊記外伝】infinity 

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】

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=BeJJ759i_KQ
【高画質】　麻枝 准×やなぎなぎ　MV集 

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=aPyFiZjXJx0
【作業用BGM】やなぎなぎメドレー陰 

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

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=Bo3VxoenWNI
Lia - karma 

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=my0mfK8honY
進撃の巨人OP 【紅蓮の弓矢】高音質 

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://www.youtube.com/watch?v=qzApByoaLxM
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
https://www.youtube.com/watch?v=z6IktGdMkmA
https://www.youtube.com/watch?v=BeJJ759i_KQ
https://www.youtube.com/watch?v=rd49hMVS_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=aPyFiZjXJx0
https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY


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

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日22:06
だめだ、洗濯とか入浴とか、体力つかう作業はムリだわ…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月4日22:19
…いや、でも、「音が途絶えると精神的に耐えられない」んだわ…★
　（－－；）…

自覚してる以上に、ひそかにパニクッテるなぁ、私…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月5日5:50
罠かや(^。^;)
05時28分ごろ自然覚醒。

体調はだいぶ軽快。(^_^;)

昨日より天気も良し。o(^-^)o

微速前進♪ ようそろッ！

(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201508042205598087
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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2015年8月5日6:34
…「お日様がもったいないから洗濯しよう！」という、貧乏性？モードが発動しているので、
まぁ心身ともに健全。(*^_^*)

洗濯〜っ！

 



（８月５日）　オオカミとクマが最強タッグを組んだ。共に寄り添い餌を分け合って食
べるオオカミとクマのカップル。

http://85358.diarynote.jp/201508050942033024/

8月5日の日記
2015年8月5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=eGHDduwd_qU
The Best of Yanni Yanni Greatest Hits Full Album 

（前項コメント欄）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月5日6:34
…「お日様がもったいないから洗濯しよう！」という、貧乏性？モードが発動してい
るので、

まぁ心身ともに健全。(*^_^*)
洗濯〜っ！

…ってことで、洗濯して洗髪して朝ブロ浴びて、朝カップ麺かっくらって、
二度寝してきました。（＾＾；）

０９：３４です。

札幌は高い空が真っ白い「怪？晴」。（＾＾；）

気温早朝２４℃ぐらいからスタートして赤丸急上昇中。

予報だと、「今年最高」を記録するかな…？

線量も湿度も低めで、朝７時の洗濯ものが午前中に乾きそうな勢いです…

…夕方から雨の予報…（－－；）

おや。しかもちょっと、ＰＣの調子が悪いので、一旦再起動戦士ハタラ・キアリしてきますわ

…★（０９：４１）

http://85358.diarynote.jp/201508050942033024/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508050942033024/
https://www.youtube.com/watch?v=eGHDduwd_qU


…はい、戻ってきました。０９：４８です。
札幌の気温はすでに３０℃（も！）あるそうです…
（＾＾；）

湿度が低いから、そんなに暑く感じないワ〜♪ｗｗｗ

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

カラパイア @karapaia · 5 時間5 時間前 
【RT2400UP】 オオカミとクマが最強タッグを組んだ。共に寄り添い餌を分け合って
食べるオオカミとクマのカップル http://karapaia.livedoor.biz/archives/52185303.html
… 
https://twitter.com/karapaia/status/628649120228454401/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=PnCK5HxZcSM
A-Lin - 一想到你呀 + 老人飲酒歌 (TV Live)
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月5日10:46
…予報では「夜から雨」なのに、昨日の「降水確率１０％」で「雨なし嵐」だった昨日に続いて
、南西からの変な熱風嵐が乱れ吹いてきたので…

ちょっと窓とか閉めて、耐気圧馴化のための気絶？もしてきます…
 

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52185303.html
https://twitter.com/karapaia/status/628649120228454401/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=PnCK5HxZcSM
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（８月５日）　「何を消したのか」が謎になったわ…☆

http://85358.diarynote.jp/201508051148562953/

　oto 音 hako 匣 おる ご おる …
2015年8月5日 音楽 コメント (2)
　

★もういいかな…
 

☆まだまだ聴くｗｗｗｗｗ

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

https://www.youtube.com/watch?v=9R
FYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

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=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
Katy Perry - Firework 

http://85358.diarynote.jp/201508051148562953/
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https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
光の惑星 - 恍多 kouta 

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=hZh-1eSM27c
African music - MASALA 

https://www.youtube.com/watch?v=OPigZLdHGvA
Ghanaia 

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

…………全然、減ってないじゃん…ッ！！！！

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1 時間1 時間前 
Walk On The Wild Side
http://www.youtube.com/watch?v=dLeqnPJqmhI …
何者なのか？

どこから来てどこへ行くのか？

わからなくされちゃってるんです。

@Lou_Reed_bot しかし、どうしてなんだろう。
どうしてみんな、あらゆる可能性を考えようとしないんだ？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
1年は365日
年間被曝限度量なんて、いろいろ検索していたら「365日」で、この動画がトップヒッ
トした。良い唄ですよね。

「Mr.Children：365日（https://www.youtube.com/watch?v=43D_nBGfuGY …）」

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
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https://www.youtube.com/watch?v=OPigZLdHGvA
https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
http://www.youtube.com/watch?v=dLeqnPJqmhI
https://www.youtube.com/watch?v=43D_nBGfuGY


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月5日12:30

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Minao Kukita 久木田水生 @minaokukita · 20時間20時間前 
「死にたくない」というのは最も控えめな利己主義であり，「殺したくない」というのは最低限

の利他主義です．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月5日21:26
…いま、「消すやつ」のリストをアップする前に一瞬で消してしまったので…
ｗ（－－；）ｗ…

永遠に、「何を消したのか」が謎になったわ…☆

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


（８月５日）　先ほど気絶から戻ってまいりました。

http://85358.diarynote.jp/201508051314313362/

放射能はまっさきに中高年に襲いかかる／病院の待合室の半分は

白血病／日本政府は熱中症と呼んでいる／次々閉店／どうみても

震源はF1だろ！。

2015年8月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
https://www.youtube.com/watch?v=zF26jtMA9U0&index=3&list=RDIOmFgIxvVzc
Acoustic Curves:By Animusic 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
HIROKO HIROKO @yanko165 · 3月20日 
約二年前のgifね
http://www.fx2ch.net/archives/33422505.html … 

cmk2wlさんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 35分35分前 
多くの人たちは原発が最大４基が吹き飛んだ事をしっかり自分の眼で確かめて認ない

と残りの人生を大きく縮める事になると思います。事故直後に見た映像を改めて見直

してと良くわかりました。今更ながら３号機プールの大型瓦礫取出しはパフォーマン

スでした。　

@niminimin @cmk2wl

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 1時間1時間前 
8/4 夕暮れの紫色、再び。
https://m.youtube.com/watch?v=RBI69k5iiog&t=1m23s …
日が沈むに連れて、紫色が濃くなって行く。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
これは見落としてた。

2015年8月4日の夕暮れ時のF1。
http://www.youtube.com/watch?v=RBI69k5iiog&t=1m23s …
いつものごとく意味のない動きのクレーンが必死にごまかしているが

3号機と共用プール周辺の空が黒ずむほど地下からガスが放出してるのか‥

http://85358.diarynote.jp/201508051314313362/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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いつになくコウモリさんたちが騒いでいる。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
脳のニューロン間通信に使われていたストロンチウム90が
ベータ崩壊し、その巨大なエネルギーで意識を失い、

崩壊した後のイットリウム90が膵臓(すい臓)に行って
強いベータ線で膵炎を起こし内蔵が溶ける。

これを日本政府は熱中症と呼んでいる。

https://www.youtube.com/watch?v=hZh-1eSM27c
African music - MASALA 

あらためまして、先ほど気絶から戻ってまいりました。

１２：０２です。

室温現在３１℃。（＾＾；）

台風の大渦巻でゴビ砂漠とか火果山とかの熱風が回り込んで来てるんですかね…？
南南西からの熱狂突風が、札幌では経験したことのない異様な熱さです…

https://www.youtube.com/watch?v=uYwg7tWB_MU
Steam Machine Music 

特務機関NERV @UN_NERV · 29分29分前 
【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08月05日 09:35
】

関東地方の一部の地域では、今日（５日）昼過ぎから夕方にかけて、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。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴこたん @picogmgm · 42 分42 分前 
関東を電車で動いていると、どう見ても酔っ払いではないスーツ姿の人が構内で倒れ

込んでいるし、すぐ急病人が発生して電車は遅れるし、午後の心地よい時間でもない

のに爆睡している人が多いし、どう考えてもおかしいんだよね

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=hZh-1eSM27c
https://www.youtube.com/watch?v=uYwg7tWB_MU


こうして今日もF1は@TEPCO_Nuclear
1号機のカバーが外れてる絵で注意をそらしているが
実はライブカメラの映像が何度も乱れるほど

http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid …
地下で燃え盛る核燃料が現場を揺らし続けている。 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
フクイチは遅かれ早かれ人類滅亡を招くだろう

例え再臨界核爆発が起きなくとも、凄まじい地下水汚染だけでも十分で、莫大なトリ

チウムがDNAを破壊し、全生物の数百万年かかって定着した生命秩序を崩壊させてし
まうだろう

１０万年先に人類の健全な生命環境を予測するのは不可能だ

東電のせいで

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
ここも原子力村か。http://chuase.net/gas/gas.html 
原発で使われた窒素ガスとかここの製造なのだろうか。 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
爆発した山口県山陽小野田市の「中国アセチレン」の位置。

主にガス類を扱っているようだけど、「溶接棒」も。放射性の溶接棒もある。

風は北九州側に吹いていて（5日 8:00） 予報では大分県の中津方面へも。 

cmk2wlさんがリツイート 
ニュース速報Japan @breakingnews_jp · 2時間2時間前 
【山陽小野田で大爆発】

山口県山陽小野田市港町の中国アセチレン小野田工場で8月5日、爆発火災が発生
http://breaking-news.jp/2015/08/05/021067 …
火事現場には15台の消防車が出動。火や黒煙が大きく立ち上り騒然としています。爆
発音も 
https://twitter.com/breakingnews_jp/status/628737491059642368/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 3時間3時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました ジョージ
"@pecko178 そろそろもう気づきました？
原発事故が

http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid
http://chuase.net/gas/gas.html
http://breaking-news.jp/2015/08/05/021067
https://twitter.com/breakingnews_jp/status/628737491059642368/photo/1


「なぜ起きたか」

「なぜ福一原発だったのか」"
http://twitter.com/GeorgeBowWow/status/450275510241619968 …
70年間おもてだって戦争なくても
70年の間に建てて老朽化した原発で事故を起せば
戦争なみに儲かりますよね。権力層は。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：08/05 06:59
https://www.facebook.com/hidetake.matsudaira/posts/843798649049397 …
「現在その避難地域外で爆発的に白血病患者が増えています。大げさな話、病院の待

合室の患者さんの半分は白血病患者ではないかという勢いです」

遂にこういう事がアップされたか…。

8月14日？ 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 
大阪瓦礫焼却、これはもう刑事事件か

？http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301 …なんと瓦礫に農薬が散布され
てて、農薬取締法違反の疑いがあると。こうなると一般のゴミと一緒に燃やしたり、

埋めたりすることもできなくなるらしいのだが・・

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 4時間4時間前 
青い空を最後に見たのは７／１４だね。一応記録してある。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
トリチウムの半減期は１２．３年　ほぼ消えるには１００年以上を要する

あらゆる地上の水に紛れ込み、分離は不可能で生物の体内に侵入する

そうしてDNAを構成し、生物が数百万年かけて獲得した生理秩序を真正面から破壊、
遺伝子を崩壊させる

http://tabemono.info/report/former/genpatu5.html …

kenji @buick54aki · 5時間5時間前 
トリチウムが体内に取り込まれてイットチウムに変換する時に脳神経を破壊する。

首都圏の殆んどの人が脳神経をやられ危機察知機能が麻痺している

http://twitter.com/GeorgeBowWow/status/450275510241619968
https://www.facebook.com/hidetake.matsudaira/posts/843798649049397
http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301
http://tabemono.info/report/former/genpatu5.html


https://twitter.com/k2cyan/status/620603933954719744 …
急病人

人身事故

フクイチ

福島

原発

豊洲 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【岩手県 高温注意情報 2015年08月05日 05:08】
岩手県では、５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]
▼盛岡　　３５度

▼宮古　　３２度

▼大船渡　３５度

▼二戸　　３４度

▼一関　　３７度

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【大阪府 高温注意情報 2015年08月05日 05:08】
大阪府では、５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]
▼大阪　３６度

▽大阪で３０度以上の時間帯は、８時頃から２１時頃まで。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【十勝地方 高温注意情報 2015年08月05日 05:08】
十勝地方では、５日の日中は気温が３３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]
▼帯広　３６度

▽帯広で３０度以上の時間帯は、１０時頃から１８時頃まで。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【京都府 高温注意情報 2015年08月05日 05:04】

https://twitter.com/k2cyan/status/620603933954719744


京都府では、５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]
▼京都　３７度

▼舞鶴　３６度

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【埼玉県 高温注意情報 2015年08月05日 05:03】
埼玉県では、５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]
▼さいたま　３７度

▼熊谷　　　３８度

▼秩父　　　３６度

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
地震速報24h @Jasmine_Eq00 · 6時間6時間前 
[地中カウント増加] 06:05 福島県 浪江 1 #地震

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
2015年8月5日 1時58分ごろ福島県沖 M3.7 深さ30km
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289 …
どうみても震源はF1の地下だろ！@TEPCO_Nuclear
@YuretaKamo 福島県 茨城県 あたりで揺れたかも 
https://twitter.com/ST0NES/status/628675229095628800/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【京浜東北線・横浜線 一部運転見合わせ】
JR東日本によりますと、4日夜、京浜東北線で架線が切れ復旧作業を行っているため、
5日の始発から京浜東北線の一部の区間で列車の運転を見合わせています。
http://nerv.link/c2VOHn

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 8時間8時間前 
現在、某医療機関に潜入取材中ですが、入院患者が多数、 心筋梗塞を誘うような症
状で、入院症状とは明らかに違う セシウム摂取によると思われる、急性の心不全で、
集中治療室に、カテーテル手術を受けています。あまりに多い　　

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289
https://twitter.com/ST0NES/status/628675229095628800/photo/1
http://nerv.link/c2VOHn


http://bit.ly/1eMqCdg

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【ＪＲ横浜線 運転再開】
JR東日本によりますと、京浜東北線の架線が切れた影響で一部の区間で運転を見合わ
せていた横浜線も、午前1時37分に運転を再開しました。
http://nerv.link/CdG8kJ

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
@TOHRU_HIRANO 0.2シーベルト以下だと慣れてきた。人間って本当にアホウだ

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
@TOHRU_HIRANO あ、0.2マイクロシーベルトの間違いね。
0.2シーベルトで生きてたら、高みの見物だなあ。笑

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
ビビリました。皮膚から吸収は厳しいですね。水と比べてどうなんでしょう？

“@Ken_Kameda: まるで宇宙服のような防護が。。。防護服のプラスチックフィルムも
すり抜けて皮膚から吸収されるので、気をつけろ、とか凄い説明。” 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/628601583140384768/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年08月04日 23:30】
近畿地方では、５日明け方にかけて、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
遅延証明 で Googleトレンド検索
神奈川県

埼玉県

東京都

大阪府

愛知県 
https://twitter.com/cmk2wl/status/628614589228257280/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2015年8月4日 22:55】
京浜東北根岸線内で発生した架線断線の影響で、運転を見合わせていましたが、

http://bit.ly/1eMqCdg
http://nerv.link/CdG8kJ
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/628601583140384768/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/628614589228257280/photo/1


22:43頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

8月14日？ 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_ · 12時間12時間前 
「我々は小さな赤ちゃんの心配をしているんですよ。何万倍希釈されるから大丈夫と

か言いますけどね、生物は何万倍も物質を濃縮して身体を作り上げるんですよ。科学

者にできる事じゃない。科学的に安全とか言い切れるはずがない！」1/16此花区瓦礫焼
却説明会。このような方を不当逮捕するのが大阪

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
何人もの海外の科学者が、あの3号機の燃料プールの爆発を即発臨界核爆発だと分析し
ている。フィズル（fizzle）な爆発だと。フィズルは不完全な核爆発をさす用語。核反
応が始ってもタイミングがずれたために連鎖反応が続かなくわずかな核爆発に終って

しまうこと。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転再開 2015年8月4日 22:54】
京浜東北根岸線内で発生した架線断線の影響で、運転を見合わせていましたが、

22:43頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
空間線量２μSv/hの空気を吸ったときの内部被爆２０μSv/h。内部被爆は１０倍多い（
小出裕章） http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4364f365dc9759ff80bcf784fe4bc5a2 …

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
rie007 @rijena · 13時間13時間前 
今日7回目の救急車のサイレンが……
ありえない(。-∀-)

AKIRAさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 13時間13時間前 
放射能で劣化したんだろね。

〔京浜東北根岸線 架線断線〕東海道本線などは運転再開(4日23時現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150804-00000011-rescuenow-soci … #Yahooニュ
ース

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4364f365dc9759ff80bcf784fe4bc5a2
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150804-00000011-rescuenow-soci


8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ぺこらった（Gimme Shelter） @ruinekoto · 13時間13時間前 
どうもおかしい。体調が狂い始める隣人が増えている。放射能は真っ先に目・鼻・口

を直撃する。 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2f4fa5e44499122c441b4371c857de51 …
@neko_aiiさんから
放射能被害は、真っ先に抵抗力のない中高年に襲いかかる。幼い子供を直撃する。チ

ェルノブイリ症候群が裏付けている。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 13時間13時間前 
想像以上のF1 事故を隠すのが彼らの仕事です。あれだけクチが達者な男が東京でのデ
モは危険だと言わないだけで殺意を感じます。監視ではなく離れることが重要です。

　

@6746Sa

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
ちょっと注意した方が良いかも

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628542499695411200/photo/1
九州方面、特に（日向灘）付近の地震が、7月13日の（大分県：震度５弱）から、やや
多い状態です。画像は8月2日から今日4日までのマグニチュード2.5以上の地震（白文
字は有感地震）いずれも南海トラフ沿い

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628542499695411200/photo/1

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2012/08
放射能汚染で次々閉店

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a1ef1cea349fafa4b8a3d8f2019d1f23 …
＞東京都武蔵野市吉祥寺南町のカフェ 閉店挨拶
閉店理由

「放射能汚染から避難」鹿児島へ移住

様々な体調不良にも悩まされ

喉や目の痛み、だるさ、下痢、

微熱、原因不明のアザや内出血、紫斑など

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2011/03/13（日）放射能漏れが深刻だ．
女川原発で21μSvを観測．普段の400倍．

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2f4fa5e44499122c441b4371c857de51
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628542499695411200/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628542499695411200/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a1ef1cea349fafa4b8a3d8f2019d1f23


まじ？ 福島第一原発近くの双葉町厚生病院では1000μSvオーバー！
ガイガーカウンターが壊れ、計測不能に！

事態は，ますます深刻になってきている…．
（飯山一郎） 

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
（デルテ・ジーデントプフ医学博士）

放射能汚染した地域では、傷口がなかなか癒えない

原因は免疫力の低下

骨に取込まれたストロンチウムのせいです

骨の中では血液が製造され

それが常に被曝を続ける状態になる

エイズと同じような状況で

抗体が製造されなくなるため予防接種が効かない

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 14時間14時間前 
オウム真理教のサティアンを解体した産廃業者

東京エルテック㈱平成9年2月オウム真理教上九一色村解体・産廃物処理業務
http://www.ertec.co.jp/kigyo_enkaku.html …
得意先が東芝プラント建設㈱という放射性廃棄物容器を発明した会社

http://www.patentjp.com/16/U/U100002/index.html …
グルだ。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
U @wayofthewind · 2014年5月20日 
オウム自体が権力側の駒のひとつだったんじゃないかと、最近は思うようになりま

した。創価も統一も生長も、みんな権力の駒。そう考えれば、すべて辻褄があいます

からね。　@yukiko_office

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
コーラ野郎＠FF14 Shinryu鯖 @alcdia7 · 14時間14時間前 � 日本 関東地方 
京浜東北線の新子安で急病人が50人もいるって話だってよ
桜木町もすげぇ数の救急車らしいし

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 14時間14時間前 
え！

【４号機の原子炉は沸騰していた】

http://www.ertec.co.jp/kigyo_enkaku.html
http://www.patentjp.com/16/U/U100002/index.html


公式発表では定期点検中のため原子炉内に核燃料は存在しないとされている。しかし

、発表された公式資料は原子炉内に核燃料があることを示唆している。また、４号機

爆発の原因となった水素の発生源も謎がある。

http://phnetwork.blogspot.jp/2011/11/blog-post_23.html …

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
備えよ！ 常に！ @EZMANGOGO · 3月20日 
２０１１年４月、突然理由もなく東京の部屋を引き払って関西の実家へ帰ってしまっ

た人がいた。それまで培ったキャリア仕事友人などすべてばっさり切り捨てて、まる

で夜逃げのようだった。あとでその人の親戚に自民党の有力政治家がいることを知

った。東京は人が住むところではないと確信した。

https://www.youtube.com/watch?v=JLBICSLL_uA&index=6&list=RDIOmFgIxvVzc
Супер инструмент 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Unknown @Unknown_KSR · 2011年12月6日 
霞ヶ関の官僚と私的に話す機会があったので｢なぜ放射性物質入りの食品流通に厳格な

規制をかけないのか｣聞いた。ようは｢年金対策｣との事。国は年金ないから被曝してと

っとと死んで下さいという方針らしい。｢子供の方が先に死ぬけど？｣と聞くと｢上はそ

こまで考えてない｣との事。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Ken Kameda (亀田 謙) @Ken_Kameda · 7月26日 
フォロワーが万単位以上の人で、重要な所だけ事実と真逆なことつぶやく人とかみて

るとひゃーって思います。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ヒラ//: @punanny_chang · 15時間15時間前 
@punanny_chang 絆とか。安売りすんなや。本当に絆があるなら福島産食っただけ
で横っ面張るし殴ってでも福島産食わせない。だし、福島の人方他所の土地で何か始

めるっていうのなら東京の人間は絶対に無視しちゃいけねーよ。

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

http://phnetwork.blogspot.jp/2011/11/blog-post_23.html
https://www.youtube.com/watch?v=JLBICSLL_uA&index=6&list=RDIOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=PicuCDTlVXw
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（８月５日）　「ニョゼ・ガモン」がこの曲を弾き続けてくれている間は大丈夫だ…、

http://85358.diarynote.jp/201508052225518482/

次は泊原発 の再稼働だろ。沖縄の気温超えて
るし。

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

 
さて？

おばんです。２１：０１。

外気温はすでに２６℃まで下がってるんですが、北海道建築の「保温性能」が邪魔をして、室温

は（窓全開にしても）まだ３０℃（も！）あります…

蒸し暑いです。ｗ（－－；）ｗ

…さて、なんだ、北海道は…ウェンカムイ（悪神）祭なのか…？？

NHKニュース @nhk_news · 15分15分前 
【ＷＥＢ特集】先月３１日、苫小牧沖で乗客乗員合わせて９４人を乗せたフェリーで

火災が起き、乗員１人が亡くなりました。北海道と本州を結ぶ海の大動脈で、観光客

にも親しまれるフェリーで何が起きたのか、現地からの報告です。

http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2015_0805.html … #nhk_news

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ79.1km 2015/08/05 19:54:29 http://j.mp/1gJKPbn

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.5】択捉島南東沖 深さ61.9km 2015/08/05 18:47:41
(G)http://j.mp/1Ip0X8O (アニメ)http://j.mp/1Ip0X8K

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.1】十勝地方南東沖 深さ28.1km 2015/08/05 18:36:05
(G)http://j.mp/1IWV0W0 (アニメ)http://j.mp/1SMUM8z

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年08月05日 15:54】
北海道地方では、引き続き６日朝にかけて、大雨となる所があるでしょう。低い土地

の浸水や土砂災害、河川の増水、落雷、突風、ひょうに注意してください。

もけ（猫舌） @mokez · 7時間7時間前 
この時期、北海道に旅行する人には暑さ対策が必要とニュースで言ってる。なぜなら

本州は暑いけど公共の乗り物は冷房が入っているし、冷房が効いたとこへ避難するこ

ともできるけど、北海道では基本、それができないのでどこに行っても暑いままなの

で熱にやられちゃうらしい

私がういにゃんだ @ui_nyan · 7時間7時間前 
北海道３７度やばい・・・ 
https://twitter.com/ui_nyan/status/628791406182596608/photo/1

真夏の白物語 @shiromae_romae · 9時間9時間前 
どう考えても暑いし沖縄の気温超えてるしこりゃもういま北海道に来たら沖縄に来て

るのと同じってことだよね 夏休みに家から一歩も出ずに北海道と沖縄を楽しめる！
最高！んな訳あるか畜生！！！ 

238件のリツイート 
北海道 @PrefHokkaido · 9時間9時間前 
【北海道公式ウェブサイト】

食中毒警報発令情報【保健福祉部 食品衛生課】 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/sho/tyu/hat/keiho_H27.htm … 
https://twitter.com/PrefHokkaido/status/628759645025402880/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201508052225518482/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508052225518482/
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2015_0805.html
http://j.mp/1gJKPbn
http://j.mp/1Ip0X8O
http://j.mp/1Ip0X8K
http://j.mp/1IWV0W0
http://j.mp/1SMUM8z
https://twitter.com/ui_nyan/status/628791406182596608/photo/1
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/sho/tyu/hat/keiho_H27.htm
https://twitter.com/PrefHokkaido/status/628759645025402880/photo/1


8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
つーことは？官僚どもの次のネライは、

北海道の #泊原発 の再稼働だろ。
だから北海道もF1の汚染が集中攻撃だったんだよ。
http://twitter.com/search?
q=ST0NES+%23%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%AE%E9%A2%A8+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93&src=realtime=default&f=tweets
…
まんべんなく核汚染させて

なにがなんだか判らなくさせる‥青森も。

https://www.youtube.com/watch?v=LhDgtcJQ0Sk
David Garret - " MUSIC" violin 

（…なんつぅド派手な演出、べたべたの選曲、コテコテな編曲なんだ…ｗｗｗ）
（さすが「ニョゼ」…！ｗｗｗｗ）

フェリシモ猫部 @felissimonekobu · 2時間2時間前 
今月の猫部の新作は、ねこのこんぶ「ねこんぶ」です。北海道産の天然１等昆布を使

っています。お水で戻すと、お料理に華をそえるキュートな猫が現れます！

→（http://www.nekobu.com/blog/2015/08/post-680.html …） 
https://twitter.com/felissimonekobu/status/628879883066740736/photo/1
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＞David Garrett - Viva La Vida 

これは本当にもう何百回でも聴き続けよう。

「ニョゼ・ガモン」がこの曲を弾き続けてくれている間は大丈夫だ…、
「土岐」も…。 　
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（８月６日）　子どもの頃は「黒髪の天才美少年」で、むしろアルマンディン兄様似だ
ったのに…

http://85358.diarynote.jp/201508060921116506/

軽井沢、高度６００ｍの汚染がひどい／首都圏

の「ホ」。すごい老けよう。／地下の核燃料は

空炊き／ご自分の身を守ることを第一に行動し

てください／移住する以外生き残ることは不可

能です。

2015年8月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月4日 
東北・関東首都圏タイムリミットが1秒ごとに迫ってますよ。
移住する以外生き残ることは不可能です。

neko-aiiさんがリツイート 
くららん @kurararan · 8月2日 
首都圏の「ホ」事情。実を言うと半信半疑だったのだが・・

本日、確定した。職場に首都圏に住んでいるころ年一位、顔を合わせていた人がいら

した（あちらは私に気づいていないようでした）。

私と数歳しか年が違わないのに、ものすごい老けよう。。

びっくりするぐらい変わり果てていた。（＞＜）。

https://www.youtube.com/watch?v=Z7oPHkqzPqA&list=RDbZ_BoOlAXyk&index=3
David Garrett - The 5th 
（…あれ？パツ金ロン毛になってる…ｗ
　子どもの頃は「黒髪の天才美少年」で、むしろアルマンディン兄様似だったのに…ｗ　途中経
過が「狼さん似」で、現在？「エル真似」ですか…？？ｗｗ
…ていうか、「ジョゼ」の姿か…！）

いやいや（＾＾；）ひとりごとですよ…

http://85358.diarynote.jp/201508060921116506/
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おはようございます。０８：２０。

バイトは遅番。４連勤の初日。

（－－；）

札幌は再び灰白色一面の空。「関東の梅雨どき」まんまの高湿度…
（なれど線量低し！）

これはもう貼ったっけ…？
https://www.youtube.com/watch?v=iRQvQyQDRvA
David Garrett November Rain - Violin 

https://www.youtube.com/watch?v=3OH2ChOIpe0
David Garrett He s A Pirate Pirates Of The Caribbean Theme 

…ほんっと〜にｗ
「ひとを娯しませることを自分がいちばん楽しむ」人だなぁ…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
David Garrett - Music - The complete concert live @ Hannover 18 04 2012 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 14分14分前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
今までよりも地下の核燃料の暴走が激しい。

http://twitter.com/ST0NES/status/628916212295036929 …
もし地上なら、かなり大規模に炸裂？

近日中またF1周辺の放射線量に異常値が出るかもしれない。
そしてどうなる？

http://twitter.com/ST0NES/status/627438474610655232 …
あるいは？リオデジャネイロへの道？

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 17 分17 分前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました シンディー
名無し：07/14 23:47
北海道

訃報による電話に叩き起こされたです……
https://twitter.com/Gogoshindy/status/620009771043717120 …
嫁さんの従兄弟さんです。

先月脳梗塞で倒れた時に受け身も出来ずに頭を強打して治療法も無い状態だったの

です。未だ50前なのに残念です。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 19分19分前 
名無し：2015/08/03(月) 10:56 ID:XXXXXXXX
第五福竜丸の被曝マグロは１００cpmで地下２メートルに厳重廃棄
福島の避難民は１０００００万cpmでも「健康に影響はない」と放置

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 20分20分前 
2015年8月5日の夜から6日の明け方まで、合計9分。
http://twitter.com/ST0NES/status/629069455276949504 …
http://www.youtube.com/watch?v=0BmZWq93IeA …
http://www.youtube.com/watch?v=jiWN2puKjWY …
今までF1:1号機側のライブカメラで
これほどまでに激しく揺れが確認できたことはない。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 32分32分前 
2015.08.05_21.00-00.00.@TEPCO_Nuclear F1

https://www.youtube.com/watch?v=iRQvQyQDRvA
https://www.youtube.com/watch?v=3OH2ChOIpe0
https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
http://twitter.com/ST0NES/status/628916212295036929
http://twitter.com/ST0NES/status/627438474610655232
https://twitter.com/Gogoshindy/status/620009771043717120
http://twitter.com/ST0NES/status/629069455276949504
http://www.youtube.com/watch?v=0BmZWq93IeA
http://www.youtube.com/watch?v=jiWN2puKjWY
http://www.youtube.com/watch?v=s6IBRlVQTGE


http://www.youtube.com/watch?v=s6IBRlVQTGE …
22時前に2号機と3号機の間（画面右下）で #プラズマ火球 らしきモノ。その後、何回
も激しく揺れる。地下の核燃料は次の雨で地下水が溜るまで空炊きで暴走‥

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【和歌山県 記録的短時間大雨情報 2015年08月06日 07:21】
７時和歌山県で記録的短時間大雨

日高町付近で約１２０ミリ

▼この情報は、災害の発生につながるような稀にしか観測しない雨量であることをお

知らせするものです。ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
2015年8月5日の島根、岡山、広島、山口の放射線量の変動。こうしてみると風は日本
海側から瀬戸内へ流れてた可能性がある。どこからどう回ってきた汚染なのかは不明

。昨日の関東北部と同様に山岳部

？http://twitter.com/ST0NES/status/628933357842214912 … 

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年08月06日 06:32】
近畿中部と南部では、６日０９時頃まで局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る

でしょう。浸水害、河川の増水やはん濫に警戒してください。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
フクイチ事故後の2011年9月頃からベクレル計を購入して、東日本の測定に向かった
福島県には8回入った
驚かされたのが那須塩原付近の凄まじい汚染だが、予想もしてなかった軽井沢、暮坂

峠方面の汚染のひどさも見た

佐久市〜軽井沢は６００ｍ前後の高度がひどい

湯沢町まで汚染が続いている

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08月06日 05:58】
関東甲信地方では、６日午後は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。低い土地

の浸水、河川の増水、土砂災害、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意して

ください。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 浦幌町 
【M3.1】十勝地方 深さ134.1km 2015/08/06 02:21:39
(G)http://j.mp/1Dqv1Eg (Y)http://j.mp/1gKvCXi (アニメ)http://j.mp/1T3OXOU

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
この熱中症で倒れた164万4526人が、大気汚染という公害で倒れたんだとしたら？
過酸化物によるケミカル・ストークによって、重症であれば人生を変えられてしまっ

た人もいるはず。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
あと、今日の午前中の香川県高松市。

今までもオカシナ線量の上昇があった地域。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E9%A6%99%E5%B7%9D+OR+%E9%AB%98%E6%9D%BE+until:2038-
01-19&src=realtime&f=tweets …
#セシウム基準 の数値はあてにならない。
極端にギザギザやスルドイ山が出たときは明かに人工で何かを焼却後など。

https://twitter.com/ST0NES/status/628943136941694976/photo/1

http://twitter.com/ST0NES/status/628933357842214912
http://j.mp/1Dqv1Eg
http://j.mp/1gKvCXi
http://j.mp/1T3OXOU
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E9%A6%99%E5%B7%9D+OR+%E9%AB%98%E6%9D%BE+until:2038-01-19&src=realtime&f=tweets
https://twitter.com/ST0NES/status/628943136941694976/photo/1


8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
本土から離れた孤島にいても風向きと雨の日によっては放射線量の上昇が極端にあが

る日もある。所詮は東日本の汚染地域。自分で栽培したモノもすべて塩や重曹で洗わ

ないと子どもには食べさせない。これがいつまでもつのか？今年いっぱいかもしれ

ない。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2015年8月5日 23:38】
田端駅で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、23:28頃、運転
を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
大規模な花火大会の後って、熱中症といわれる症状になりやすいかも。

過酸化物が大量に生成される。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
問題なのは

こないだからやってる福島原発3号機は「ウランとプルトニウムの混合物であるMOX燃
料を使用していたプルサーマル原子炉」だと言うこと。

こういう非常に危険なのが3号機。「敷地内の線量＝ガンマ線に異常は見られません」
なんて、ガンマ線の事しか言ってない事に騙されないように。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
まず、ここ最近の長野県。というか、軽井沢。

2日、3日http://twitter.com/ST0NES/status/628198596735668224 …
昨日と今日も。あの山脈のあたりで何日も放射線の変動が目立つということは

関東北部や西側も近県の広範囲で上空が汚染されてる可能性が高い。

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
【高級避暑地 衝撃】長野 軽井沢で毎時2.8μSv
（軽井沢町 高い放射線量を計測 2011年10月20日 NHK）より
軽井沢大賀ホール：屋根から雨水が落ちる地表付近２．８μSv/h
軽井沢幼稚園：園内の通路にある雨どいの排出口付近２．２μSv/h

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
＜魚の産地は、水揚げされた漁港のものになる＞

大間の近くを通り過ぎたときに、捕獲されたら

大間の黒マグロと呼ばれる。

２時間後に秋田沖で捕獲されれば

秋田産の黒マグロ。

１２時間後に房総沖で捕獲されれば、

房総沖の黒マグロ・・・

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/971d0a04585cc28e036f7e1a32f601f6 …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2014年4月
＜日本中が九州産だらけ＞

この前　娘が久しぶりに東京に滞在した。

周辺のスーパー３店の生鮮品（魚介類、野菜）の

「全てが九州産」のラベルが貼られていて、驚愕していた。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/971d0a04585cc28e036f7e1a32f601f6 …

http://twitter.com/ST0NES/status/628198596735668224
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/971d0a04585cc28e036f7e1a32f601f6
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/971d0a04585cc28e036f7e1a32f601f6


neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2012年2月
（福島工業高専の斉藤充弘准教授）

靴に付いた放射性物質が乗用車内に蓄積し

毎時５μSvになっているなど除染の盲点に触れた。
原発事故直後いわき市が３４万人の市民を

避難させようとしたがバスが足りず断念したことも報告。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a107b40b5501aab8d2ca1f4768151082 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
まぁ、多くの人が「そうだよね」と、普通は思うけど。

福島原発の核燃料は、地中まで溶け落ちる『メルトアース』状態。東電は口が裂けて

も言わない。元京都大学の小出さんも講演で言って、ガンダーセン博士は2011年
にCNNテレビで『非常に深刻。日本人は知らされていない』と警鐘を鳴らしてる

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
昨日あたりからのF1の地下の空炊き状態‥
http://twitter.com/ST0NES/status/628816932867670016 …
http://twitter.com/ST0NES/status/628502703413440512 …
http://twitter.com/ST0NES/status/628910025130442752 …
#汚染濃霧 でなくても、こういうときこそ風向きに注意。
http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
199.77,37.78,671 …

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 11時間11時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
震災の余震とは別に、F1周辺の地震が目立ってきたのは
かなり前からですが

http://twitter.com/search?
q=ST0NES+%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%B3&src=realtime=default&f=tweets
…
活発化、頻度が増してきたのは今年の4月からです。
http://twitter.com/ST0NES/status/583322138041454592 …
@Topiy13 ほんまですか？？？@TEPCO_Nuclear

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
さっきみたいな、あのボロボロの建屋の福島原発の沖合で（マグニチュード5.1）と
いう、規模の大きな地震が起こっても「ん？うちの県は揺れてないよ。震度３

でしょ？」なんて日本だと麻痺してしまうけど（地震の規模＝マグニチュード）は、

大きな地震。　数百基の汚染水タンクとか倒壊したら終わり。

neko-aiiさんがリツイート 
青空♪ @aozoraonpu · 8月4日 
@EUCALYPTUS_70ml @sora11063 成田空港に乗継ぎの為、6時間滞在。 長袖長ズ
ボン、眼鏡、マスク。手袋無。機内に搭乗して離陸数時間後、手が腫れた。その後 指
も腫れ、関節からは黄色(オレンジ色)の体液が出てきた。 成田空港(千葉)は汚染され過
ぎてる。

＞予想もしてなかった軽井沢、高度６００ｍ前後の汚染がひどい。

…まさにそのへんに居たよ。（〜〜；）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a107b40b5501aab8d2ca1f4768151082
http://twitter.com/ST0NES/status/628816932867670016
http://twitter.com/ST0NES/status/628502703413440512
http://twitter.com/ST0NES/status/628910025130442752
http://earth.nullschool.net/jp/?utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-199.77,37.78,671
http://twitter.com/search?q=ST0NES+%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%B3&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/583322138041454592


２０１１年の夏…。
http://85358.diarynote.jp/?day=20110806

ついで。

http://85358.diarynote.jp/?day=20140806
http://85358.diarynote.jp/?day=20130806
http://85358.diarynote.jp/?day=20120806
http://85358.diarynote.jp/?day=20110806

http://85358.diarynote.jp/?day=20100806
http://85358.diarynote.jp/?day=20090806
http://85358.diarynote.jp/?day=20080806
http://85358.diarynote.jp/?day=20070806

http://76519.diarynote.jp/?day=20070806
http://76519.diarynote.jp/?day=20060806

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
あれだね。もうF1は、核燃料が地下深くに潜って
どうしようもないから、マグマ大使を呼んできたほうがいいね。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%9C%B0%E4%B8%8B+%E6%9A%B4%E8%B5%B0&src=realtime=default&f=tweets
…
（こういうアホでも云ってねぇと、やってらんねぇだろ。）@Plutokun_Bot 
https://twitter.com/ST0NES/status/628922844504698880/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
地震大国の日本なのに

「どのぐらいで揺れたかの震度」で判断するのではなく、海外のように（Mw）や（地
震の規模＝マグニチュード）で判断した方が良いですよね。

マグニチュードが（1.0）大きいと約32倍
マグニチュードが（2.0）大きいと約1000倍のエネルギーの地震です。

cmk2wlさんがリツイート 
cxjr @cxjr · 23時間23時間前 
今政府は貴方たちを怒らせて誘導し仕留めに係っている。その先にあるのは罠だ。何

が罠かを見極めてそれを回避せよ。と言うフリーなり議員が一人でもいますか？

http://85358.diarynote.jp/?day=20110806
http://85358.diarynote.jp/?day=20140806
http://85358.diarynote.jp/?day=20130806
http://85358.diarynote.jp/?day=20120806
http://85358.diarynote.jp/?day=20110806
http://85358.diarynote.jp/?day=20100806
http://85358.diarynote.jp/?day=20090806
http://85358.diarynote.jp/?day=20080806
http://85358.diarynote.jp/?day=20070806
http://76519.diarynote.jp/?day=20070806
http://76519.diarynote.jp/?day=20060806
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E5%9C%B0%E4%B8%8B+%E6%9A%B4%E8%B5%B0&src=realtime=default&f=tweets
https://twitter.com/ST0NES/status/628922844504698880/photo/1


（８月６日）　奇行が目立つ。おかしな言動も。精神が狂い出している。脳障害も起き
ているのだろう。

http://85358.diarynote.jp/201508061115285209/

【注意】札幌の西風中にプルトニウム粉塵が跳んでる。(-_-#)

2015年8月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
　

2011年３〜５月の
多摩川土手レベル。

ヤケで一曲ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=rkWDxt7AJ6s
David Garrett Viva La Vida Sandstorm He’s A Pirate LIVE Music Tour 2012
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日11:15
ロシアで何かあったね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日11:22
台風１３号が中国奥地の核実験跡地の汚染粉塵を巻き上げてるのかもしれない？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日11:37
大気中の電磁波と紫外線と、

あと何か未体験の有害波動が

強すぎる。

http://85358.diarynote.jp/201508061115285209/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508061115285209/
https://www.youtube.com/watch?v=rkWDxt7AJ6s
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日15:58
空気がおかしい。(-"-;)
目が痛い。(∋_∈)

ロシアか中国の原発か化学軍需工場で、何かヤラカシタな…
(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日16:09
フクシマ以西全土で神怒鳴り。

（；‾Д‾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月6日23:58
宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽風は穏やかですが、磁場が少し強まっています。 http://swnews.jp #swnews

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日0:58
neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
　

加齢に『放射能被害』が加わることで、

症状は急速に悪化する

中高年のうつ病も多発しているようだ。

老人の奇行が目立つ。

おかしな言動も。精神が狂い出している。

脳障害も起きているのだろう。

本人も周囲も気付かない。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/311cbda90a7f746c9cfa4e2b4d954f19 …
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（８月７日）　書きかけて「消された」曲とコメントについては、「エルさんが止めた
」という解釈で。「復元しない」ことにします…★

http://85358.diarynote.jp/201508070946522074/

全滅戦争／生きてても死んでても倒れて意識が

ない／濃霧警報です。ずーーーーーと続いてい

ます。

2015年8月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

（前項参照）

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 16 時間16 時間前 
"jv61m28: 道路に倒れてる人いたから通報したった。 "
#眠り病
生きてても死んでても倒れて意識がない

こんな人いたらあなたは車止められる自信はありますか？

もし、前の車がかわした後に人が転がっていたら？

https://twitter.com/jv61m28/status/627500061077843968/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201508070946522074/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://twitter.com/jv61m28/status/627500061077843968/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=MXtiAwZiqLc
WILD HEAVEN：TM NETWORK 

…あら…？（－－；）いま書きかけてたやつが、一瞬で消えたわ…？？
（誤操作！）

あらためまして、０９：０６です。

バイトは遅番。４連勤の２日目。

（－－；）

昨深夜というか未明？の高線量の激しい雨音と不安感と被曝不快で眠れず、

寝不足でへろへろです…（〜〜；）…

札幌は２２℃。（＾＾；）

湿度：「みっちり満載。」

室温が２８℃もあるのは、階下の乾燥機の排熱がぜんぶ上がってきてしまうせいらしいんですが

…（〜〜＃）…
まぁ、新生児のいる家で、この気象条件ですから…しょおがないか…★
…ｗ（－－；）ｗ…

書きかけて「消された」曲とコメントについては、「エルさんが止めた」という解釈で。「復元

しない」ことにします………★……

https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
Don’t Look Back Again 

これがちょっと怖いです。（＠＠；）変なとこの地震ですね…★

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.1】SOUTH OF AFRICA 9.8km 2015/08/06 22:10:27JST, 2015/08/06
13:10:27UTC
(G)http://j.mp/1KTcFLW (USGS)http://j.mp/1IKMOlt

https://www.youtube.com/watch?v=7sHyC4PnL1s

https://www.youtube.com/watch?v=MXtiAwZiqLc
https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
http://j.mp/1KTcFLW
http://j.mp/1IKMOlt
https://www.youtube.com/watch?v=7sHyC4PnL1s


saiyuki reload wild rock 

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M3.1】浦河南方沖 深さ65.1km 2015/08/07 07:45:43
(G)http://j.mp/1DtWoNO (アニメ)http://j.mp/1DtWqFr 

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.2】根室半島沖 深さ37.4km 2015/08/07 06:27:05
(G)http://j.mp/1KU2lWM (アニメ)http://j.mp/1P9cZYo

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ56.7km 2015/08/07 04:44:06 http://j.mp/1eVIJ6a

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
濃霧警報です。

ずーーーーーと続いています。

台風が来ても、通過しても。

信号機 @kullagen · 8時間8時間前 
母数の違いもあるにせよ例えばイランやインドで何千人も熱中症になったり死んだり

してるわけで、一方ではエアコンは自動運転付けっぱなしがいいってなってる訳じ

ゃん？ 今のところは原発必要じゃないかと思うんだよね、やっぱし

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
洗脳されたら、背後の思惑をそのまま実行するので、「食べて応援」みたいな加害者

になる。エージェントスミスに乗っ取られたみたいに。

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
「マトリックスは1つのシステム。そのシステムこそが私たちの敵だ。だが内部に入
って、辺りを見回すと何が見える？見えるのはビジネスマン、教師、弁護士、大工

…我々が救おうとしているのは彼らの精神だ。しかし彼らは依然としてシステムの一
部であり、私たちの敵なのだよ…救うまでは」モーフィアス

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 16時間16時間前 
５０歳代の子が急逝し、悲しみにくれている８０歳前後の患者さんが、この１週間で

３名も。かける言葉がみつからない。たまたま家族の健康を尋ねてわかったけれど、

http://j.mp/1DtWoNO
http://j.mp/1DtWqFr
http://j.mp/1KU2lWM
http://j.mp/1P9cZYo
http://j.mp/1eVIJ6a


実際はもっといらっしゃるのではないか。

ネズミさん @Nezmi_san · 8月5日 
人口あたり核シェルター普及率

スイス　　　　100％
イスラエル　　100％
ノルウェー　　98％
アメリカ　　　82％
ロシア　　　　78％
イギリス　　　67％
シンガポール　54％
日本　　　　　0.02％
(戦争する国が、原発より、核兵器より、核シェルターをもつのは常識)

各務原 夕 怒りのデスロード @nekoguruma · 7月31日

山本太郎「原発にミサイルが！！」

QT @syatekiya072: 野党｢中国が攻めてくるなんて有るわけないだろ！いい加減に
しろ!!｣

チベット｢…｣
ウイグル｢…｣
台湾｢…｣
ベトナム｢…｣
フィリピン｢…｣
モンゴル｢…｣
インド｢…｣
ロシア｢…｣

ネズミさん @Nezmi_san · 7月31日 
全滅戦争で「同等」をねらうと、日本は対中国では失敗含めて１００発、ロシアで

はもっと要る。更に３発食らってペンペン草生えない日本に侵略して来る米英、ｺｲﾂ等

もとなれば１０００発は必要だろう。その発想で増えて行ったのが今の核兵器の保有

数で、そのメンテのため原発が稼働する。

GEPR @GEPRORG · 7月28日 
一方で中国とロシアの原子力は急成長中です　ＲＴ世界の原子力発電動向（上）－趨



勢は継続・拡大 http://agora-web.jp/archives/1649101.html … 

盗めないえどきり @Edonoya_Kirika · 7月28日 
終末論大好きなロシア人はチェルノブイリ原発事故に「ヨハネの黙示録！！」と騒い

だそうな。ヨハネの黙示録によると世界を滅ぼす彗星の名は「ニガヨモギ」、キリル

語圏でニガヨモギこそが「チェルノブイリ」と呼ばれている。

https://www.youtube.com/watch?v=2zqKm_4Rjnc
幻想魔伝 最遊記　OP　FOR REAL 

早川由紀夫さんがリツイート 
ないまん @naimannnn · 3 時間3 時間前 
今朝の浅間山。久しぶりに見えたなぁ。最近は朝晩は20℃を下回る日もある嬬恋。昼
間はちゃんと暑いけど、明日はもう立秋ですからね… 
https://twitter.com/naimannnn/status/629407334838579200/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=PKy27Hv8z_o
青空のナミダ　BLOOD+　歌詞付き
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月7日10:37
ひどいベクレ水蒸気です。

(∋_∈)
咳が止まりません…(ToT)
 
 

http://agora-web.jp/archives/1649101.html
https://www.youtube.com/watch?v=2zqKm_4Rjnc
https://twitter.com/naimannnn/status/629407334838579200/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=PKy27Hv8z_o
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（８月８日）　それにつけても《ミカサの宮》の言動はエルさんそっくりだ…ｗ／本当
の悪魔は天使の姿をしている。…エルはルシファーの兄弟や双子ではなく同じ存在なの
です。

http://85358.diarynote.jp/201508081552484752/

《 ＭＩ ＣＡＳＡ 》， ＬＬＡＭＡ ☆
2015年8月8日 恋愛 コメント (4)

猫。

…いやべつに、猫かぶらなくてもいいかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=3GaUMTJBDAA
Claudie Mackula "Pure Harmony" Beautiful Soothing Vocal Acoustic Celtic Emotional Music [31
minutes] 

それにつけても《ミカサの宮》の言動パターンは、本当にエルさんにそっくりだ…ｗ

(^。^;)

本物だったりして（笑）

http://85358.diarynote.jp/201508081552484752/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201508081552484752/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150808/85358_201508081552484752_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150808/85358_201508081552484752_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150808/85358_201508081552484752_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3GaUMTJBDAA


てか髪型と顔とメガネはむしろ「礼子さん」そのものなんだが。(^_^;)

礼子さんはもちょっと縦長で、スレンダーで神経質だったかな…☆

蛇足ｗ

http://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/007.html

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月8日22:03
ごめん。黒ごじらカレーでおなかいっぱい過ぎるので寝ますぅ…と書いて寝落ちしようと思って
たカアナマ21時57分、まさに茨城で震度５弱とな…
（；‾Д‾）

まだ来るよ、今夜中に…。

逃げるひとは逃げなさい！

前から言ってるけど、みなかみ町は通っちゃダメだよ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月9日0:09
mi casa　私の家
llama　炎

http://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/007.html
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8月9日1:08
※次項参照。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【緊急地震速報 2015年8月8日 21:58】21時57分頃、根室半島南東沖を震源とする地震がありま
した。地震の規模はM4.4、最大震度3と推定されています。なおこの地震情報は、緊急地震速報
第6報に基づく推定情報です。実際の情報に対して誤差を含む場合があります。

いや…たしかに「茨城 震度５弱」を視たよ…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月23日7:40
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
そうです。ミカエルはルシファーの兄弟や双子ではなく

どちらも同じ存在の姿なのです。

常に ころころかわる人間のこころのように‥。
http://www.youtube.com/watch?v=LFY_6mSBi9E …
re.@pecko178 本当の悪魔は天使の姿をしている

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


（８月９日）　こないだもあったなぁ…携帯の速報で「関東で震度５弱」をたしかに視
たのに…

http://85358.diarynote.jp/201508090035522081/

（情報は消されました） ８月８日 ２１時５７分
【茨城で震度５弱】／Ｆ１震源／いわき ４.7μSv
／アジアで大量摘発された東京の放射能ミルク

／福島の野菜を使用するモスバーガー。

2015年8月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=s2hUQ2a8r6M
マミさんのテーマ Credens justitiam 変身シーンと共に 魔法少女まどか☆マギカ 

（前項コメント）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月8日22:03
ごめん。黒ごじらカレーでおなかいっぱい過ぎるので寝ますぅ…と書いて寝落ちしよ
うと思ってたカアナマ21時57分、まさに茨城で震度５弱とな…

（；‾Д‾）

まだ来るよ、今夜中に…。
逃げるひとは逃げなさい！

前から言ってるけど、みなかみ町は通っちゃダメだよ！

…逆に、２３：４５頃から、緊張だか興奮だかして、目が冴えてしまいました…★（－－；）★

むしろ怖いので、状況を把握してから寝なおしますぅ…★

（ちなみに札幌の外気温は２０℃以下です…）
（０：２５。急に空気が悪くなり、咳こまずにいられなくなりました…！）

…で…（〜〜＃）…

こないだもあったなぁ…携帯の速報で「関東で震度５弱」をたしかに視たのに…

少し時間をおいてから情報チェックしようとＰＣを開けると、

影も形も情報が残っていない。という現象が…★（＝＝；）★

http://85358.diarynote.jp/201508090035522081/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150809/85358_201508090035522081_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150809/85358_201508090035522081_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150809/85358_201508090035522081_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=s2hUQ2a8r6M


…でも、マボロシでも予知夢でもなかったらしい…★

暇つぶし漫画☆ 2@rbs8ht9jwkc · 3時間3時間前 
茨城で震度５弱？！ 大丈夫だったのかな… 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
自由自在 @dnanoca · 2時間2時間前 
風呂入ってたらシンチ大騒ぎ　なんやねん。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
コロコロ @makixxx23 · 2時間2時間前 
22時過ぎから、急に気持ち悪くなってきた。旦那も、同じみたい。愛知のPM見ても、
緩やかな上昇は有るものの特に問題無さそう…。
早めに寝よ…。

https://www.youtube.com/watch?v=wStS5Anvwjo
ワルプルギスの夜のテーマ full 暁美ほむら 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 13 分13 分前 
カメラの位置は二回移動させている。共用プールが入らないように。

共用プールの臨界を誤魔化したいからだろう。

大量の煙が出ている場所は、（現在の）4号機側のカメラからみても共用プール。
6375本の燃料も逝ってしまってる。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 18分18分前 
福島第一ライブカメラ（４号機側）

悪化してきました。湿度に注意。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/630035846624735232/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
リャンティ@lilryanti · 18分18分前 
暑くて寝苦しくて目が覚めた。外がまた光ってる！！

星も出てるし、雨も降ってない。何の音も聞こえない。でもピカピカ光ってる！

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
八丁堀同心九条の会_NO NUKES @nucleardisposer · 19 分19 分前 
八丁堀同心九条の会_NO NUKESさんがリツイートしました Ⓜペッコ
事故直後だと思ったら、今のいわきで、4.7μSvだと？ こりゃ、明らかに異常だよ！ 福
一で何か起こってるな！ 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 12分12分前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
カラ炊きのような状態は8月4、5、6日‥だけでなく
5月下旬〜6月にもあった。
http://twitter.com/search?
q=ST0NES+%E3%82%AB%E3%83%A9%E7%82%8A%E3%81%8D+OR+%E7%A9%BA%E7%82%8A%E3%81%8D&src=realtime=default&f=tweets
…
F1の現場を連日、激しく揺らす地下の核燃料は
ひび割れた砂岩層から海水を引き込んで沸騰させてるかもしれない‥

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 40分40分前 
もうF1周辺でなくF1震源の地震！@TEPCO_Nuclear
8月6、7、8日と、かなりの回数で揺れてる。
http://twitter.com/search?

https://www.youtube.com/watch?v=wStS5Anvwjo
https://twitter.com/cmk2wl/status/630035846624735232/photo/1
http://twitter.com/search?q=ST0NES+%E3%82%AB%E3%83%A9%E7%82%8A%E3%81%8D+OR+%E7%A9%BA%E7%82%8A%E3%81%8D&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=realtime=default&f=tweets


q=from:Jasmine_Eq00+%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=realtime=default&f=tweets …
http://twitter.com/search?
q=from:YuretaKamo+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …
また、なにかが始ろうとしている‥ 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
匿名希望 @ufg2011 · 59分59分前 
まあ、火消し要因が出てくる時点で、トリチウムの霧への確信が強まるだけなんだけ

どね。単なる廃熱だって気象を左右するんだ。あれだけ毎日、どぼどぼ垂れ流して

れば、何もないってこたーなかろーよ。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1時間1時間前 
#放射能の風 2015年8月8日23時 とにかく太平洋側は注意！
http://twitter.com/ST0NES/status/630019789071585280 …
関東、首都圏は長時間F1からの汚染が直撃中！
長野も夕刻には線量が高かった。

http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas … 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1時間1時間前 
ああ！まただ！F1
http://www.youtube.com/watch?v=xAKcSWkDSk8&t=1m1s …
2015年8月8日20時過ぎから‥
http://www.youtube.com/watch?v=sds1uivrJmU&t=2m22s …
濃霧注意報は解除中！

http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html …
@nikui_news 今日も安定のモクモク @pecko178

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2時間2時間前 
@pecko178 しかも３箇所から吹き出してる。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012/11/2
小学校教職員の連続、在職中、突然死（千葉県・船橋市）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e38c4493106fb1bc479ea7c62aa25768 …
◎柏市など千葉県東葛地区の乳幼児

１６人中８人｢末梢血リンパ異常｣

検査医師は子供の避難を勧告

◎千葉港に比較的近い区域で

特に若年層＆中年層の死亡事例急増

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2014年04月07日
SIDS（乳幼児突然死症候群）
狭い地域で私の耳に入っただけで2人。
幼児の突然死も一人。

骨折と鼻血は本当によく耳にする。

運動会で、ゴール前に倒れたり、

よろける子が少しずつ増えてる

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
「原発がとまった日」広瀬隆編著より

人間の体内にヨウ素131が入ると
甲状腺に集まります。

ただし

『妊婦の場合、大部分が胎盤を通じて胎児に集まります』

しかも、そうした幼い生命ほど

成長に欠かせないヨウ素を必要としますから、

『大人の何倍もヨウ素を濃縮する』のです。

http://twitter.com/search?q=from:YuretaKamo+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/630019789071585280
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas
http://www.youtube.com/watch?v=xAKcSWkDSk8&t=1m1s
http://www.youtube.com/watch?v=sds1uivrJmU&t=2m22s
http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e38c4493106fb1bc479ea7c62aa25768


neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
東京郊外在住。猫たちが「次々に毛が抜けたり」「よだれを垂らして」死んでいく

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/517e638e4f157e1cf98416393be9e4b4 …

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ろは @_rxj4 · 3時間3時間前 
昨日今日と外気がキツく、目もしみて、喉はカシカシ。。朝も心臓の調子が悪い、、

と思ったら鼻血(@_@)
今まで咳をしたことのなかった、うちの三毛猫だが、今朝は三毛の咳で目が覚めた。

。猫の咳は風邪ではなく、心臓疾患の疑いという。。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 3時間3時間前 
福島の原発上空からの撮影では、蒸気がモクモクで、すごいことになっている。 
https://twitter.com/dadajiji/status/630004023089721344/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 3時間3時間前 
何だろ？　これ。　大分市。

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_44.png …

気象マニアの地震予知研究所 @w_maniac · 4時間4時間前 
続報です。

茨城県・栃木県周辺で非常に強い電磁波を観測しました。これに少し遅れて電波系デ

ータにも非常に大きな乱れが生じています。

北関東周辺に対して警戒情報を掲載しました。

http://jp.earthquake.weblike.jp

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
ぜんぜん海霧じゃない！

しかも、ガスが放射状に噴出すように筋になってるじゃないですか！

こんなのが何ヶ月も？全国へ？RT
@AmboTakashi えらい画像が出てきた　F1からモクモクと
http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html …

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 7 時間7 時間前 
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しました レスキューナウ危機
管理情報センター

〔関西電力〕大阪府・兵庫県・奈良県のあわせて5000軒以上で停電続く(8日17時30分
現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000008-rescuenow-soci … 

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 
16:40現在、大阪周辺で相次いで落雷が観測されています。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/629922780729905152/photo/1
関西電力◆雷情報

http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/supply/kaminari-info/ … 

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 · 9時間9時間前 
〔大気不安定〕近畿地方で局地的に非常に激しい雨のおそれ(8日15時50分現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000007-rescuenow-soci …
近畿地方は、上空の寒気と暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定にな

っており、8日午後から所によって雷を伴った激しい雨が降っています。…

レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 9時間9時間前 
〔土砂災害警戒〕小笠原諸島・母島で50年に一度の記録的大雨
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000005-rescuenow-soci …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/517e638e4f157e1cf98416393be9e4b4
https://twitter.com/dadajiji/status/630004023089721344/photo/1
http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_44.png
http://jp.earthquake.weblike.jp/
http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000008-rescuenow-soci
https://twitter.com/rescuenow_net/status/629922780729905152/photo/1
http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/supply/kaminari-info/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000007-rescuenow-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000005-rescuenow-soci


台風14号の接近に伴い、小笠原諸島の母島では大雨となっており、8日14:57、気象庁
は「小笠原村の母島では、50年に一度の記録的な大雨となっている所があります」と
発表…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
阿蘇山が本気出したら

富士山の噴火の500倍とか言われてるんだよね。
87000年前の阿蘇山の破局的噴火。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 10 時間10 時間前 
「噴火速報を出すべきだった。」をトゥギャりました。

http://togetter.com/li/858019

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 10時間10時間前 
昨年9月27日の御嶽山の場合。気象庁よりツイッターが4分早かった。 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/629895957371465728/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
気象庁

阿蘇山：連続噴火

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629883614444957696/photo/1
08日12時14分に発生した噴火が現在も継続。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 12時間12時間前 
確かに？

"@TOHRU_HIRANO
これがよくわかる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629651104414826496/photo/1
8月3日：福島原発3号機の使用済燃料プールからのFHM・燃料交換機の撤去時の空撮
。福島原発の「湾」に沿って、不自然な「モコモコ」が、ばっちり映ってる。画面の

左は快晴。"

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 12時間12時間前 
東日本からは

原発難民になったとしても

脱出することだ、

北海道か九州が今からならいい。

安倍を裸の大様にするしかない。

このままでは、首都圏も壊滅だ。 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
アンドレ @nihon_no_owari · 12時間12時間前 
@k2cyan 首都圏、電車遅延しまくりで、生活に支障が出るレベルですが・・・電車の
中ではなくて、ホーム、駅内で倒れてる人がなんと多いことか。律儀な日本人、電車

の中で倒れて遅延させないようにと必死なんでしょう。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 13時間13時間前 
いまのレベル3でも、2キロの強羅に被害が及ぶ確率はそれなりにある。県も町も、こ
れを認めずに、1キロ以上離れていれば絶対安全だと吹聴しているのが許せない。きの
うも、TBSの番組でタレントがそうコメントしてた。こういう背信行為は罰したいも
のだ。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 13時間13時間前 
1キロまで被害が及ぶ確率がたとえば7割なのがレベル3。2割は2キロまで、1割は4キロ
まで被害が及ぶ。こんな感じ。じゃあなぜ4キロまで警戒区域にしないのか。それは
単純。お金がかかりすぎるから。警戒するにかかる費用が助かる命の数に見合うとこ

ろがレベル3だと1キロ。こんなところだ。

http://togetter.com/li/858019
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/629895957371465728/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629883614444957696/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/629651104414826496/photo/1


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 13時間13時間前 
東北の放射能を食わせる「食べて支援」の終了は2022〜5年頃となるのではないか。そ
のころには、放射能汚染地帯で、被曝病変による死者が激増し、恐怖にかられて人口

激減となる。作り手のいなくなった田畑は荒廃し、役人が笛を吹けども踊り手はなし

、となるからだ。

早川由紀夫さんがリツイート 
道草クー太郎 @KutaroMichikusa · 16時間16時間前 
気象庁は箱根山についての災害を「噴火」に限定して入山規制しているが、目視で歴

然としている火山ガスの影響には言及していないな。健康被害は生じないレベルとい

う認識なのか。http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150807160136.html …

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
まとめを更新しました。大涌谷から噴き出したあと、風下に流れる火山ガスによって

緑の森が褐色に変色しています。二酸化硫黄など火山ガスの大部分は空気よりも重い

ので、谷に沿って下ります。「(箱根44）火山ガスによる森林被害」
http://togetter.com/li/857904

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
pontamama @ponchanwan · 8月7日 
住んでる人に失礼だ、って言われた事あったな。

いや、私も実際に住んでたんですけど⁉近所の植え込みが1万ベクレル以上出たんです
けどー！！！？

mai @jrmmnisi · 8月6日 
御嶽山の噴火とか箱根山の噴火とか、あちこちで起きてる震度５弱の地震とか、同じ

国で起きたことやと思ってないんやろか？11日に原発を動かすという決定に関わった
人たちは

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 8月4日 
都市は生活水を失えば消えるほかない。3000万都市東京にその日が迫っている。セシ
ウム、ストロンチウム90、トリチウム、、、に汚染された霞ヶ浦、奥多摩湖、金町浄
水場、、、。

こういう事態になりました、と公報されないだけ。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
haru @haruurara0719 · 2013年11月17日 
甲状腺ガンの手術をした子。良性と言われたけどリンパ腺が痛くて再検査したら悪性

にかわっていた。たった一ヶ月の出来事だったって。開いてみたら20個以上のリンパ
に転移していて大変な手術だったと。医大の対応は酷すぎて怒りしかないって。

https://www.youtube.com/watch?v=NadxBC61tmE
"Sanctus" Chorus on the theme of Tomoe Mami [Puella Magi Madoka Magica] 

https://www.youtube.com/watch?v=6KfL9DRXHYk
Yuki Kajiura - Credens justitiam 

https://www.youtube.com/watch?v=bgd9G1Q8gLg
Kalafina　未来　ニコカラ 

8月14日？ 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_ · 42分42分前 
JAL、福島の野菜を使用するモスバーガーとコラボ、機内食に　2011年から・・
・えっ？

http://goo.gl/LaCNO7 

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150807160136.html
http://togetter.com/li/857904
https://www.youtube.com/watch?v=NadxBC61tmE
https://www.youtube.com/watch?v=6KfL9DRXHYk
https://www.youtube.com/watch?v=bgd9G1Q8gLg
http://goo.gl/LaCNO7


そもそも機内食にジャンクフードって・・・さすがナショナルフラッグですな

★外食と産地★の話題 - NAVER まとめ 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 4時間4時間前 
殺人者は1名でも殺人者です。毒も1ベクレルでも毒です。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：08/08 16:23
■バター値上げの背景に、農水省の「白モノ利権」

http://www.alterna.co.jp/13436 
天下り団体「農畜産業振興機構」…２億円近くある同機構の役員報酬の原資になって
いる。自ら輸入数量をコントロールし、バター不足を演出する自作自演だ

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Maari @Maari0126 · 16時間16時間前 
羽田で買った菓子折りを手渡され発狂しそうになりながらすぐ廃棄。五分程手に持っ

てただけで鼻水、喉の強い痛み、頭痛が始まり何と３日間も苦しんだ。ホの汚染は４

年経ってもう想像を絶するレベルになってるんだね。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 20時間20時間前 
アジアで大量摘発された東京製の汚い放射能粉ミルクの写真が出だしたね。

この銘柄だって。

聞いたことない会社だけど住所が東京になってるね。

そんな汚い汚染封鎖地域の会社のものは避けた方がいい

http://www.counterpunch.org/2015/08/06/fukushima-baby-milk-formula-declared-unfit-
by-china/ … 
https://twitter.com/SyntaxUGS/status/629754468222021632/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 7月30日 
牡蠣の稚貝の主要産地とそのシェアを知っていますか？調べてみなさい。#内部被曝

https://www.youtube.com/watch?v=udV2Gn8pAi0
TAMUSIC - Magia フィナーレ 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
＜チェルノブイリ症候群＞

「下痢・軟便・食欲がない・吐き気・嘔吐・胃が痛い」

「突然、襲ってくるだるさ・眠い・立っていられない」

「脱毛」

「夜中に腎臓のあたりが痛くなる・腎臓炎・膀胱炎・おねしょ」

「心臓が痛い・血圧異常・息がきれる・突然死」

（ェルノブイリへのかけはし）より

https://www.youtube.com/watch?v=8YgYgNa0Y44
TAMUSIC - Magia classic TVshort ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=pTr3HP67M_4
TAMUSIC - コネクト フィナーレ
 

http://www.alterna.co.jp/13436
http://www.counterpunch.org/2015/08/06/fukushima-baby-milk-formula-declared-unfit-by-china/
https://twitter.com/SyntaxUGS/status/629754468222021632/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=udV2Gn8pAi0
https://www.youtube.com/watch?v=8YgYgNa0Y44
https://www.youtube.com/watch?v=pTr3HP67M_4


（８月10日）　爆睡したので長くておかしな夢を視ました。

http://85358.diarynote.jp/201508100637543381/

おは。(^。^;)
2015年8月10日 日常 コメント (1)
　

おはようございます。

昨夜は帰宅したとたん気絶して６時間爆睡してました。

運動不足が悩みなのに、何故か最近はいつも目が覚めると全身筋肉痛なのが疑問です。

(ΘoΘ;)

爆睡したので長くておかしな夢を視ましたが、超ざっくり要約すると、メッセージは、

「良い目的なので反対はしないむしろ応援するが、動くまえにもっと十分な準備とか下調べをし

てほしい」かな…
(・ω・;)(;・ω・)

…じ、時間、ください…。
自学自習、する気は大ありますが、…

時間と体力が、足りないです…

(・ω・;)(;・ω・)

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月10日9:05
０５２０

４４４．（＾■＾；）
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（８月10日）　「いつも視ていた前世夢」のなかで、「エルさんが」「ずっと、やり
たがっていた企画」。

http://85358.diarynote.jp/201508101002227391/

【保険のＣＭがなくなった】／熱中症って被曝症／「今まで通り

生きていたい」／…大痛…ッ！（＠＠；）！

2015年8月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=70EvLqYvJks
David Garrett - Smooth Criminal 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月8日 
東京で何言っていても無駄や！！！

もうすぐ無くなる消滅都市や！！！ 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月8日 
@fukusimamiduhob 
この地域に子供が増える事もなければ

安全が戻ることも無い

http://85358.diarynote.jp/201508101002227391/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508101002227391/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508101002227391_1.jpg
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508101002227391_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=70EvLqYvJks


実質日本地図から消えたんですよ。

太平洋戦争の焼野原からでも

土地が残れば復興できました。

しかし、この福島原発からの放射能で汚染

された、東日本は100年経っても、復興は不可能です。

うゎっ！…ヤラレタッｗ
https://www.youtube.com/watch?v=1PCmhXp1ztQ
David Garrett Bolero 

！（＠◇＠；）！

…え？「なにが」って…、
「いつも」私が、企画やりたいなぁ…と思っていた、
「集団アイスダンス」…（＾＾；）…あ、ていうか、

「いつも視ていた前世夢」のなかで、

「私」と区別がつかずに混同していた「エルさんが」。

「ずっと、やりたがっていた企画」だから…、いいのか…ｗ

いるなぁ。Elleさん。（＾＾；）。ココに…ｗｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=yiAca57Hhbo
DAVID GARRETT - Carmen (Bizet) - Mannheim 

（そしてゼッタイ「衣装監督」も、やらかしている…ｗｗｗ）
（だってニョゼ・ガモン氏に自分で服を選ばしといたら、

「孔雀より派手！」に、なるからね…ｗ）

んで…「現実逃避」は、おいといて…（－－；）…

大分県の「小学校の」この線量は、ナニゴト…？？

amaちゃんだ @tokaiamada · 6分6分前 

https://www.youtube.com/watch?v=1PCmhXp1ztQ
https://www.youtube.com/watch?v=yiAca57Hhbo


私は原発に入る前に追い出されたが、友人の話では、圧力隔壁の超音波検査を行うと

、見たこともない波形になるそうだ

まともな金属ではなく、ボロボロに腐食した石油タンクの底面に似ているそうだ

これは中性子捕獲効果によって鉄がニッケルやコバルトに変わってしまうせい

これにより脆性劣化が進む

amaちゃんだ @tokaiamada · 18分18分前 
非破壊検査の常識として異種金属反応の恐ろしさがある

金属構造物内に異種金属があると、接触電位差から電離反応が進み割れたり大きな劣

化を起こす

圧力容器内部は中性子捕獲によって多数の金属が成立し、マダラ状になっていて、最

悪の異種金属効果を起こしている

何が起きるか誰も知らない

cmk2wl @cmk2wl · 55 分55 分前 
植物からトリチウムが検出されているんだからね。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
尾瀬の線量は意外に低い

放射能プルームは北側の平が岳方面から三国峠方面に抜けたようだ

湯沢町が恐ろしい汚染になっている

http://protectchildren311.blog.fc2.com/blog-entry-715.html …

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
2015-08-10 05:46
濃霧注意報 
https://twitter.com/cmk2wl/status/630526076926558208/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
2015年8月10日あさ7時 #放射能の風
今の時間、F1からの汚染が東日本、北海道をまんべんなく蔓延中。
ゆるやかに瀬戸内まで流れてる。また、

ここ幾日か大分などの放射線量の異常は

韓国の原発による汚染も疑ったほうがいい。九州地方。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3 時間3 時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 

http://protectchildren311.blog.fc2.com/blog-entry-715.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/630526076926558208/photo/1


名無し：08/09 23:33
北海道豪雨…
高3受験生
https://twitter.com/9102M/status/630314186120167424 …
急性リンパ性白血病って言われました。

今まで生きてこれたのが不思議な位

数値がヤバいらしくこのまま入院

って言われました。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
東北大震災の最大津波高は４０ｍと言われる

V字湾の最奥で７０ｍという報告もある
一般海岸で１６ｍ

今出ている前兆レベルで、津波高二倍の場合は一般海岸で３０ｍを超える津波、地形

的に８０ｍ　V字湾では１００ｍ高の津波が押し寄せる疑い
規模はM8.8でも、破壊力は二倍以上

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：08/09 19:22
『東京が壊滅する日——フクシマと日本の運命』

http://diamond.jp/articles/-/75637?page=3 … 
#なんのための原子力発電なのかｏこれは「大量殺人」ではないのか
ｏよく書いてくれたｏ拍手

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 3時間3時間前 
原子力発電所の維持？存続？再稼働？なんの宗教？

http://twitter.com/ST0NES/status/630491764441243648 …
今まで通り生きていたい、経済追求志向に飼い馴らされてる程度の医療も教育も、も

うこの国では死んでるんだよ。いつまでしがみつく？

http://twitter.com/ST0NES/status/628831975885815809 …
常識を捨てろ！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
フクイチでチャイナシンドロームを起こした核燃料は、地下深く沈んだ状態で地下水

と接触し猛烈な蒸気を上げて、構内の至る所に開いた地割れから吹き出している

これはもの凄い放射能蒸気

圧力容器も格納容器もない原子炉が稼働しているわけだ

https://twitter.com/9102M/status/630314186120167424
http://diamond.jp/articles/-/75637?page=3
http://twitter.com/ST0NES/status/630491764441243648
http://twitter.com/ST0NES/status/628831975885815809
http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html


http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
福島のモモ、福島県が測定するとセシウム不検出、札幌市が測定すると2.9ベクレル(福
島民報、厚生労働省)
http://www.asyura2.com/14/genpatu40/msg/244.html …
福島県の測定器検出限界はキロ50ベクレル程度らしい

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 4時間4時間前 
【最近ガン保険のＣＭがなくなった理由】

■原発事故後のガンの発症率が上がり売り止めがかかってる

■特に０〜６歳の子供達の被爆が指摘されてて、北海道〜関西圏が汚染地域として指

定されてる詳細→

http://www.asyura2.com/11/genpatu15/msg/812.html … 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/630492884655996928/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Voltaireの批判精神 @idee_kenkyu · 4時間4時間前 
自転車で走っています。今朝は雨が降っています。東京は現在、放射能が0.44μSv/h
です！ （←Shinjuku-ku , Tokyo 5:45am ） 
https://twitter.com/idee_kenkyu/status/630481566041403393/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
また悪化したんだ。

3号機の奥から吹いている。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/630470517770727424/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
やはり高湿度が連続してます。銚子で 100パーセントが続きました。
石巻、小名浜、銚子の測候所、気象台の湿度計は指標になります。 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 9時間9時間前 
0.1を越えたら危険です。「「このフライデー読みたい！ ＜首都圏の放射能汚染＞東
京ドーム１．３４μSv/h、ディズニーランド０．４２、渋谷ハチ公前、フジテレビ、

http://www.asyura2.com/14/genpatu40/msg/244.html
http://www.asyura2.com/11/genpatu15/msg/812.html
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/630492884655996928/photo/1
https://twitter.com/idee_kenkyu/status/630481566041403393/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/630470517770727424/photo/1


成田、羽田…除染基準０．２３超の場所　3/20号フライデーより」」
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4137.html … …

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ポエム @poemchildren · 11時間11時間前 
20代の時大阪に居て、ある年の夏に帯状疱疹になり、その秋やたら眠かった。
ハワイの旅行中でも寝まくって友達に不思議がられた。

もしやあの眠気は、、と思って、記憶をたどるとそれは2004年。
原発事故でしらべると、美浜原発が夏に事故してた！

わー過去の体調不良が繋がる繋がる　＞＿＜

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
さて、銚子の湿度は上昇し続けるでしょうか。

2015年08月09日　銚子(チョウシ)
すでに100パーセントにはなっています。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/630370243920003072/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
8月9日 22:22分
ふくいちライブカメラ。悪化しています。 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 12時間12時間前 
何十年もあとになって「急速に壊れた」と想うのか？

操作された情報で、そう示すのか‥

壊れるまでの過程にいる間は決して急展開ではなくても

人の世がゆっくりと徐々に壊れる有様は

そのなかにいる人間の心と身体と同じなわけ。

徐々に細胞が劣化して死んでゆく人間が構成してる社会なんだから。

amaちゃんださんがリツイート neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
横浜市 大倉山0.9μSv/h、この道路の側溝で4万ベクレル/kg（2011/09/17) 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/83794619b95f54be4e62c77c8d4be40f …
「道路側溝等に砂じんが集積している条件の下、放射能濃度が

周辺に比較して高くなっている場所があります」（横浜市の会見）

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4137.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/630370243920003072/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/83794619b95f54be4e62c77c8d4be40f


8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 13時間13時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
眼に見えてビックリするほど人口が激減したり

目の前でヒトが倒れる日常に直面しないかぎり

今まで通り生活してしまうのかもしれないが‥

http://twitter.com/ST0NES/status/630340783208427520 …
原発事故で経済も政治も、それを支える医療も教育も

ゆっくり壊れてて、それは急に崩壊するより悪いんだよ。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
*******低線量被ばくの症例*******
１４．心臓痛・胸部痛

→不整脈・心臓疾患の危険性

１５．アレルギー・喘息の悪化

１６．皮膚のトラブル（湿疹・傷の治りが悪い）

　・雪焼けの様な日焼け　・服の上からの日焼け　・紫斑

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8bd995d496dd3020211e87b6f059b99a …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
*******低線量被ばくの症例*******
１．頭部のトラブル

・頭痛・めまい・精神不安・集中力の低下・記憶力の低下

・頭がボーッとする・髪の毛が抜ける

→チェルノブイリの子ども達は、髪が少ない・伸びない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8bd995d496dd3020211e87b6f059b99a …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：08/09 13:36
霊光ハンビッ原発２号機、遮断器故障で稼働中断＝韓国

http://japanese.joins.com/article/224/204224.html …
花火が発生して遮断機が開放され電源供給が中断…これにより冷却材ポンプが止まり
、原子炉の稼動も中断

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 17時間17時間前 

http://twitter.com/ST0NES/status/630340783208427520
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8bd995d496dd3020211e87b6f059b99a
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8bd995d496dd3020211e87b6f059b99a
http://japanese.joins.com/article/224/204224.html


東京住みブログの4歳半の子供たち数日前からパタパタと倒れている。札幌に関しては
発達の遅れや血液の異常と発熱を繰り返し原因不明の咳など。複数名。北海道は寿司

を日常的に食べるのでそれでしょう。内部被曝。

amaちゃんださんがリツイート 
CrowGoki @CrowGoki · 20時間20時間前 
2011年の夏にこの工場長は『エアコン・フィルター交換のお客さん、多かったですよ
。ウチじゃないけど、他の整備現場ではガイガー当ててみたらギョッとする状態でそ

のままドラム缶詰めしてましたが…。』って言ってはいたよ。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 20時間20時間前 
〝避難指示〟 は疎か、帰還命令出してるね 
#ジェノサイド
@byebyetokyo2 
避難指示は？

2015/8/2の福一3号機燃料取扱機の引き揚げ時に、報道機関が空中から撮影したも。色
調を濃く調整。

https://twitter.com/xciroxjp/status/630239701882961920/photo/1
濃霧警報でない事が判る…

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
byebyetokyo2 @byebyetokyo2 · 21時間21時間前 
rt “@Lightworker19: 【記録】２０１１年３月１６日午後１時ごろ、横浜を襲った放射
能雲　http://bit.ly/1F3ESdN ”
https://twitter.com/Lulu__19/status/535405157857517569/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 23時間23時間前 
熱中症って被曝症のことだからね

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月9日 
名無し(静岡県)：08/09 07:46
富士山の麓に住んでるけどたまに地震速報に出ない地震があるんだよね。地震計が感

知してないのか、あえて知らせないのか分からないけど。いつも揺れは一瞬なんだ

けど、ガクッと落ちるような感じだったり、グラッと一瞬揺れる感じ。震度だと１か

２くらい。

https://twitter.com/xciroxjp/status/630239701882961920/photo/1
http://bit.ly/1F3ESdN
https://twitter.com/Lulu__19/status/535405157857517569/photo/1


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8月9日 
あの放射能入り水蒸気ガスは、312爆発後、間も無く始まっていたよね。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 8月8日 
「濃霧注意報」が流れているから、もう一度発電所各所の点検を などというアナウン
スなど、一度も聞いた覚えがない。そもそも、濃霧ってことは１００％の湿度なんだ

から、洗濯物乾かないし

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
野人 @gogoyajin · 8月8日 
地獄のようだ。画面が揺れまくっている 
https://twitter.com/gogoyajin/status/629823725563580416/photo/1 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月8日 
東京が終わり始めた

　■とにかく眠い

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月8日 
@cmk2wl 部屋出来るだけ密閉してエアコンつけて寝ろ！！！
除湿機も使え！！！

amaちゃんださんがリツイート 
onodekita @onodekita · 2013年12月9日 
@tokaiama ２０１１年５月頃の名古屋では、小学校の運動会で妙に赤く日焼けした子
供が多く、皮膚科が首をひねっていました。恐らく、何らかのベータ線熱傷だっただ

ろうと考えています。

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

 

https://twitter.com/gogoyajin/status/629823725563580416/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月10日21:53

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 12 時間12 時間前 
ガンの発症率が上がり、ガン保険の売り止めがかかってるから、ＣＭがなくなった

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月10日22:33
amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
これアップし忘れてたけど、もの凄い重要！

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015080902000125.html …
再稼働するのに、事故保険の積み立てがないんだよ

川内が事故を起こして被害が出ても、九州電力はほとんど支払い能力がないんだ
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（８月10日）　歌わねぇな。そんなクソな戦争の賛美歌。殺されても覚えたくねぇ。
それを誇りにおもう。

http://85358.diarynote.jp/201508101054167469/

爆発の危険性／重大危機が迫っている／真剣に危ない／避難しな

さい／気づく人だけ気づけばいい／脅しに屈して黙った結果、「

自分や家族に大きなリスク」。

2015年8月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（前項参照）

https://www.youtube.com/watch?v=Z7oPHkqzPqA
David Garrett - The 5th 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
なぜ訂正しないのか？@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/630502106558955520 …
#2015年8月14日 まで、あと5日。
なにもないことを祈る。

つーか、爆発すんるんじゃねぇのか？

あらゆる報道や作業のメクラマシが、その時間稼ぎ？

#福島第一原発で爆発の危険性‥

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
まだ消さないし、訂正もしないんだな。

このオカシナ未来の予告ツイート。

#2015年8月14日？
なんかあるわけ？その日に。

@TEPCO_Nuclear ■お知らせ■
8月14日 午前10時04分、福島第一原子力発電所における地下…

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 23時間23時間前 
もうフクイチはダメだからこの動画流すことにしたかな。

だいたい、この動画にガレキ撤去の様子は映ってないよな。むしろ見せたいのは敷地

から湧き出す無数の放射性水蒸気だろう。

http://www.47news.jp/smp/movie/general_national/post_12531/index.php …

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 8月9日 
@jumpilikeyou @pecko178 福島第一原発の事業主体は、なぜいま、こんな状況を撮影
させたのだろう。秘密法で管理し、当然、撮影公開を控えるように通達してるともさ

れるが、公開の理由が分からない。 もしかすると、これは伏線であり、重大危機が迫
っているのだろうか？

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201508101054167469/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508101054167469_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508101054167469_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Z7oPHkqzPqA
http://twitter.com/ST0NES/status/630502106558955520
http://www.47news.jp/smp/movie/general_national/post_12531/index.php


Mペッコ @pecko178 · 1日1日前 
Mペッコさんがリツイートしました くりえいと
うん。確か上空からの撮影は禁止のはず。

気づく人だけ気づけばいいと思ってるのかな。「真剣に危ないよ」と警告？ 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2014年8月8日 
おしどりマコさんの話しが大変興味深い。

　広島原爆慰霊の日に聞いた話「原爆投下の前日、米軍が空から大量に撒いたビラ＜

明日特殊爆弾を落とすから避難しなさい＞を憲兵が拾うのを阻止、殆どの広島市民は

手に出来ず、拾った小学校の先生が生徒に明日は来なくていいと伝えそのクラス全員

が助かった」

https://www.youtube.com/watch?v=Opwq0C0hjOg
モーツァルト《レクイエム》「怒りの日」カラヤン指揮／ベルリンフィル 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 12時間12時間前 
キミガヨ？http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E3%82%AD%E3%83%9F%E3%82%AC%E3%83%A8+OR+%E5%90%9B%E3%81%8C%E4%BB%A3&src=realtime=default&f=tweets
…
歌わねぇな。そんなクソな戦争の賛美歌。

殺されても覚えたくねぇよ。

教わらなくてヨカッタ。歌えなくて善かった。

今は、それを誇りにおもう。日本人として。人間として。

え？そんな歌、唄えるヒトいるの？原爆で人体実験された国で？

amaちゃんださんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 21時間21時間前 
山崎 雅弘さんがリツイートしました ハフィントンポスト日本版
俳優や芸人など、作品や番組で「使ってもらう立場」にいる人も次々と「おかしいも

のはおかしい」と声を上げ始めている。「干されるリスクの脅し」よりも、その脅し

に屈して黙った結果の未来の方が「自分や家族にとって大きなリスク」と認識して

いる。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Dr.NOMURA @Chooemon92 · 8月3日 
放射能汚染、農薬漬け農産物、遺伝子組み換え食材、危険なワクチン…我々はもはや
自分さえ避ければどうにかなるという世界には住んでいない。病気や毒が蔓延する状

況では情報を拡散し共用していきたいと思っていた。

しかし残念ながら共謀罪が成立したらTwitterは終了しないと危険です。

https://www.youtube.com/watch?v=x1ByRGNIpFA
David Garrett - AIR (Johann Sebastian Bach). 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 13時間13時間前 
去年から、放射能検査していない関東の野菜が

九州に大量に流れてきている。

例えば箱700円の売値に対して実際500円で引き取られたとする。
「差額200円は国が負担」
しているそうだ。

その野菜は、加工品となり九州産に変身し、売られていく。

被曝促進がまかりとおる。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 7月26日 

https://www.youtube.com/watch?v=Opwq0C0hjOg
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E3%82%AD%E3%83%9F%E3%82%AC%E3%83%A8+OR+%E5%90%9B%E3%81%8C%E4%BB%A3&src=realtime=default&f=tweets
https://www.youtube.com/watch?v=x1ByRGNIpFA


これが長崎原爆起爆直後とされる写真。どうみても地上起爆 
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/625162207962107904/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
akasiasan @akasiasan · 7月13日 
本当のことを、言っていい？

南相馬に帰る度に、知人が、白血病や、甲状腺ガンに、なっていることを、知る。こ

の一週間で、新たに3人。
言葉がない。それでも、自宅に帰る準備をしろと、国は言う。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
マツキヨ @birdie7555 · 2014年2月11日 
@CarolineKennedy
【虐殺】

長崎での爆破の瞬間をとらえた注目すべき写真。

前景にいる3人は、何かが起きたことにまだ気がついていない。
この写真は、爆心地から約10kmの香焼町で撮られたとの事。 
https://twitter.com/birdie7555/status/433285136931495936/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Esquire Magazine @esquire · 22時間22時間前 
A Haunting Timelapse of the 2,058 Nuclear Detonations from 1945 to 1998
http://bit.ly/1NiCfKv

https://www.youtube.com/watch?v=vwp9JkaESdg
The Best of Bach

]AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月8日 
■西日本でも、防護対策いくらしても

今後どのような事になるのか

わからない状況なのに

関西に移住してきた人たちの

甲状腺の膿疱が消えたり病気の回復を

聞くと関東の汚染は尋常じゃない。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 8月7日 
娘の爪検査、給食やめたらウランとセシウムが平常値に。土壌4Bq/kgの松本在住で、
家での食材にかなり気を使ってても給食から摂取してしまうってことだ。気をつけよ

うね日本中の子どもたち爪検査一度はやったほうが良いよ15000円
。http://ameblo.jp/tsuji-c/entry- …”

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Miko Tukamoto 65@MikoBOT · 8月4日 
あんなに福島から離れるのを嫌がっていた両親だけど、避難させたら、一週間ぐらい

で馴染んだよ。一戸建てじゃないけど、意外に避難生活を楽しんでます。一番良かっ

たのは、体調が良くなったことと、頭がハッキリしたこと。あんなに話が通じなかっ

たのが嘘みたいに会話が出来る。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 7月25日 

「食べて応援」は人類史上最大のホロコーストなり。 #hibaku

https://www.youtube.com/watch?v=qllREi8QMp4
モーツァルト 《レクイエム》全曲　

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/625162207962107904/photo/1
https://twitter.com/birdie7555/status/433285136931495936/photo/1
http://bit.ly/1NiCfKv
https://www.youtube.com/watch?v=vwp9JkaESdg
http://ameblo.jp/tsuji-c/entry-
https://www.youtube.com/watch?v=qllREi8QMp4


カラヤン指揮／ベルリン・フィル（1961）
 



（８月10日）　エルさんの、スパルタ式！

http://85358.diarynote.jp/201508101819159675/

個人的な結論。(-_-#)
2015年8月10日 日常

　

自転車パンク。(^_^;)
自転車屋、臨時休業。(-"-;)
リサイクル自転車ショップ、

行こうとすると雨が降り、

駅に戻ると晴れる…(^_^#)…

明日からバイト３連勤…(-"-;)

つまり、ダイエットと

ムクミ解消のために歩け！

…と…？(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/201508101819159675/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508101819159675_1.jpg
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エルさんの、スパルタ式！

ダイエットめにう…？(-"-;)
 



（８月10日）

http://85358.diarynote.jp/201508102206447790/

電車の運転手さん寝てる爆笑／ところで福島原

発が重大事態に至っている事を御存知ですか？

2015年8月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
wanikun @sougofollow_w · 12 分12 分前 
"monasoftolove24 : 電車の運転手さん寝てる爆笑 鍵おとしておきた爆笑"
5:56 - 2015年8月4日 
https://twitter.com/sougofollow_w/status/630725668028874752/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
佐野　千遥 @AllahakbarAlai · 8月8日 
ところで福島原発が重大事態に至っている事を御存知ですか？メルトダウンした超高

温核燃料が遂に岩盤を貫き、今年の２月頃から海水と混ざった地下水に接触し、トリ

チウム水が日に数トン、連日トリチウム水蒸気爆発を起こしてモウモウと立ち昇って

います。

http://85358.diarynote.jp/201508102206447790/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508102206447790/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508102206447790_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508102206447790_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508102206447790_3.jpg
https://twitter.com/sougofollow_w/status/630725668028874752/photo/1


8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
ino @FaceC3 · 8月7日 
放射線による材の劣化や腐蝕

コンクリートも金属もボロボロになる

濃度が増せば線量も上がる

あの建物はいつまで保つだろう… 
揺れてもいる

あの一帯はまだ余震が続いている

https://www.youtube.com/watch?v=Tv6cZ2eZ6Xg
槇原敬之 ムゲンノカナタヘ〜To infinity and beyond (2010年 日本武道館) 

おばんです。２０：３４。

前項参照。買い出しと外食の予定が全崩壊して、ご機嫌ナナメさんの霧樹りすさんですよこんば

んわ。（〜〜；）

特務機関NERV @UN_NERV · 1分1分前 
【網走・北見・紋別地方 竜巻注意情報】
網走・北見・紋別地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になってい

ます。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に

努めてください。

この情報は10日22:40まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 5 分5 分前 
【宗谷地方 竜巻注意情報】
宗谷地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲

が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてくだ

さい。

この情報は10日22:40まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 14分14分前 
【根室地方 記録的短時間大雨情報 2015年08月10日 21:21】
２１時北海道で記録的短時間大雨

別海町中部付近で約８０ミリ

▼この情報は、災害の発生につながるような稀にしか観測しない雨量であることをお

https://www.youtube.com/watch?v=Tv6cZ2eZ6Xg


知らせするものです。ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【北海道遠軽町で記録的短時間大雨情報】

気象庁によりますと、北海道の遠軽町丸瀬布付近では、レーダーによる解析で午後2時
半までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。
http://nerv.link/qjyBO2

https://www.youtube.com/watch?v=8cpqAzL-gYw
槇原敬之「どんなときも。」LIVE オーケストラVer. 

https://www.youtube.com/watch?v=NulxeH5WaaI
01 Yanni Live At The Acropolis 1994
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月10日22:23
8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 37分37分前 
ヘイヘイボンボンと暮らしなさい「放射能ルーレット」ぶち当たる。どうでもいい人桑ちゃん関

係ないから！「放射線防護」重視しない人相手にしていられない。そこまでお人よしじゃない。

 

http://nerv.link/qjyBO2
https://www.youtube.com/watch?v=8cpqAzL-gYw
https://www.youtube.com/watch?v=NulxeH5WaaI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（８月10日）　民間の情報を監視してる側には不都合だったかも。

http://85358.diarynote.jp/201508102246195883/

爆発しちゃってます。本日8月10日昼前のF1／12時に福島県「ミ
スピーチ」が表敬訪問／ガクっと揺れて／毒ガス、汚染蒸気モク

モク‥／今日発表あした再稼働。

2015年8月10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=83NXIsVoc3g
槇原敬之 - 『ココロノコンパス』LIVE 

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
福島第一ライブカメラ（１号機側）

また不安定になってます。3号機から立ち上る煙が、キャプチャーして早送りするとわ
かります。

警戒しないで遊び呆けていると、お盆に昇天することになる。地獄の釜は開いている

のだから。

https://twitter.com/cmk2wl/status/630709182803501056/photo/1 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
東海アマ　緊急私用につき、数日間更新しないかもしれません

https://www.youtube.com/watch?v=XhaqPu4rmrU
槇原敬之 - 君の後ろ姿 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4分4分前 
川内原発の周りは「カルデラ」だらけ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/630720728451579904/photo/1
九州火山帯の（桜島、阿蘇山、口永良部島、諏訪之瀬島、霧島山）を気象庁も24時間
態勢で厳重に監視してる火山。火山が活発なら南海トラフ巨大地震の連動もありうる

。事故ったら、誰が責任を取るのか？

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11分11分前 
福一ライブ映像4号機側、手前の大型グレーン、倒壊の噂アリ

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 41分41分前 
あらら！こちらも2015年5月放射性ヨウ素１３１が多量に検出されてから更新とざえて
ますね。https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/119348.pdf …　
「復興復興死ね死ね政策」福島県

相当やばいようですね。と考えるのだが妥当でしょう。違う？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 53分53分前 
明日8月11日

http://85358.diarynote.jp/201508102246195883/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508102246195883/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508102246195883_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508102246195883_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150810/85358_201508102246195883_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=83NXIsVoc3g
https://twitter.com/cmk2wl/status/630709182803501056/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=XhaqPu4rmrU
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/630720728451579904/photo/1
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/119348.pdf


核分裂を抑える制御棒を抜いて、原子炉を起動する川内原発。

元GEの原子炉技術者の佐藤さんの見解。「九州のように周囲がカルデラ（巨大噴火で
出来た凹み）だらけというような立地の原発は世界的に見てもない。問題は火山灰。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
レイ 3104@rei228 · 59分59分前 
感染症の委員会に代役で出る。どうでもよい話題に夕飯どうすっかな？なんて考えて

いた…終わって帰ろうとすると検査科の人に「感染症多いですよね？」と聞かれ、そ
れもだけど電解質異常どう思ってます？と振ると「半端ないですよね。何なんだろ」

とそこにOPE師長が「うちは縫合不全が多いです」と…

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
星原コーイチ（減薬ならず…orz） @Albert_kokinji · 1 時間1 時間前 
急に動けなくなるっていうのは何なんだろうね。体がだるくて力が入らなくなって、

救急搬送。別の一人はまず右手が動かなくなって、その後全身が動かなくなったそ

うだ。検査の結果、脳に異常はなし。最初の一人は甲状腺に既往症有り。後者は健康

体だった30代。人間ドックで精密検査を受けるらしいが…

らじ　となかまたち 1@radi2 · 1 時間1 時間前 
レベル7の公表がフクイチ原発事故の１か月後だったことは絶対忘れない！！ /
@keitarou1212 九電東京支社前ライブ http://cas.st/b66ce54 | 2:17:53経過

kenji @buick54aki · 1時間1時間前 
https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/618375095950532608 …
ね これ手がつけられんのやないかな

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1時間1時間前 
検索するとキャッシュにもデータがないので

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:aVbGPNctOqoJ:www.stubbytour.com/iselsoft/ISESoft/SERVICE/gesimul/2011/4/30_REALTIME_RADIATION_MAP.html+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=jp
…
今年1月に@jackiemopsy さんが教えてくれたあと
しばらくしてから削除されたとおもいます。

日韓の原子力関係者か、

われわれ民間の情報を監視してる側には不都合だったのかもしれません。

bo @jackiemopsy · 1時間1時間前 
Kono website kowareteru - now ?! http://www.stubbytour.com/nuc/ @ST0NES

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
日焼け で Googleトレンド検索
オゾン層が破壊されたからか、紫外線でないもので焼けているのか…。
おそろしい。日焼け対策を徹底しないと夏の終わりに後悔する。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/630697635934961664/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
Googleトレンド検索　日本
記憶が喪失

記憶の喪失

記憶がなくなる

記憶違い

記憶の障害 
https://twitter.com/cmk2wl/status/630696712324001792/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 2時間2時間前 
東電原発事故以前の日本では

１００ベクレル／㎏ 以上の放射性廃棄物は厳重に隔離・保管してた
移動・焼却処理なんか出来るワケがなかった

ところが

事故後の特措法で８０００ベクレル／㎏まで一般焼却場で焼却しはじめて

http://cas.st/b66ce54
https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/618375095950532608
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aVbGPNctOqoJ:www.stubbytour.com/iselsoft/ISESoft/SERVICE/gesimul/2011/4/30_REALTIME_RADIATION_MAP.html+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=jp
http://www.stubbytour.com/nuc/
https://twitter.com/cmk2wl/status/630697635934961664/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/630696712324001792/photo/1


最近じゃ８０００ベクレル以上のブツも燃やしてる

この国発狂してん

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi · 3時間3時間前 
８月２日の共同通信配信写真の意味「大変なことが起こってるよ。逃げなさい。防御

しなさい」https://www.youtube.com/watch?v=eC2B9bNSXxY … 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【福島県 警報情報 2015年08月10日 18:59】
中通りでは、１０日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してくだ

さい。

［中通り北部］大雨・洪水

［中通り中部］大雨・洪水

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
8月10日16時
鹿児島地方気象台・福岡管区気象台 発表
「桜島では噴火活動が続いています。火山性地震は少ない状態で経過しましたが、噴

火に伴う火山性微動が発生しています。地殻変動観測によると、桜島は山体が膨張し

た状態にあります」

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：2015/08/10(月) 18:33 ID:XXXXXXXX
MEGA地震予測創設以来初 南関東警戒レベルを最大に引き上げ
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150810-00000022-pseven-soci …
#村井俊治東大名誉教授主宰ＪＥＳＥＡが警告

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 4時間4時間前 
@ST0NES @tokaiamada 韓国も気になるけど佐賀関は伊方原発にも近いんですよね。
それから大分の日田市のMPにもスパイク。日田市には木質バイオマス発電所があり
ます。船で何か変な物を運んできて燃やしてないことを祈りたいです。 
https://twitter.com/oldblue2012/status/630648437881507842/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
白象 @white_elephant5 · 5時間5時間前 
あー、昨日着てった服を洗って干したら、頭が痛い。ホで汚染されたわ。まさか、こ

っちで汚染されるとは(; ;)。ボランティアと称して汚染地へ除染に行くな。そんなのは
偽善だ。お前が汚染されて汚染をバラまいてる。彼の汚染レベルは展示されている第

五福竜丸級だ。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 5時間5時間前 
@oldblue2012 @tokaiamada 8日の韓国、原子炉の冷却の停止
がhttp://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fwww.arirang.co.kr%2FNews%2FNews_View.asp%3Fnseq%3D182134&tl=ja
…
大分のスパイクと一致するわけですが

岡山、広島、鹿児島、兵庫も 

Toru_Nan @Toru_Nan · 5時間5時間前 
フクイチはいまだダダ漏れ状態で、でもあれは不幸中の幸いで日本の東のはじっこで

起こったけれど、でも次に川内でなんかあったら、確実に西日本も終了なんだけどな

。原発は動いてなくても、そこにあるだけでも怖いのに。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 5時間5時間前 
2015年8月10日10時〜13時@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=bURb5bIViQo …
こりゃヒドイ。気象庁は@JMA_kishou濃霧注意報を解除してる。
http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html …
濃霧じゃない！F1地下の爆発が汚染を噴きあげてる証拠！

https://www.youtube.com/watch?v=eC2B9bNSXxY
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150810-00000022-pseven-soci
https://twitter.com/oldblue2012/status/630648437881507842/photo/1
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.arirang.co.kr%2FNews%2FNews_View.asp%3Fnseq%3D182134&tl=ja
http://www.youtube.com/watch?v=bURb5bIViQo
http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html


8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
あれまー！また地下で爆発しちゃってます。本日8月10日の昼前のF1。
http://www.youtube.com/watch?v=wiFqNoxI9go&&t=2m13s …
2〜3号機の建屋がガクっと揺れてから毒ガス、汚染蒸気モクモク‥
海霧なんて、まだなんとかなる、トイレの修理が効くと想ってる連中の負け惜しみで

すね。@pecko178

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
だから近日中に放射線量に異常値が出るって云ったじゃん！

http://twitter.com/HGe2/status/630583971865210880 …
http://twitter.com/hakatte/status/630597706491166720 …
そういうパターンなんです。

http://twitter.com/ST0NES/status/629073860759941120 …
F1周辺の揺れ、F1拠点に地震が繰り返されたあとは。必ず。

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
これアップし忘れてたけど、もの凄い重要！

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015080902000125.html …
再稼働するのに、事故保険の積み立てがないんだよ

川内が事故を起こして被害が出ても、九州電力はほとんど支払い能力がないんだ

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【名古屋地方気象台発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2015年08月10日
15:28】
愛知県では、夜のはじめ頃にかけて光化学スモッグが発生しやすいでしょう。屋外で

の活動に十分注意してください。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
（ＭＩＸＩコメント欄から）

08月09日 19:27
沖縄県内では、「福島に行って日給2万6千円以上」というバス広告が…。
業者は何も知らない沖縄の人たちを、次々に福島に送り込んでいます。

沖縄に福島産米が6000トンも送り込まれています。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6時間6時間前 
"@pecko178
東京電力 様
なんでずっと1号機のカバー、一部が開いたままなんでしょうか？
トイレのドアを開けっ放しみたいで、非常に目障りなんですが、何か魂胆ありですか

？

"臭わないから儲かる国策。除染も医療も報道機関も。桃も。
https://twitter.com/pecko178/status/630611137193574400/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
hiroshiSD #WARisOVER @hiroshiSD · 7時間7時間前 
hiroshiSD #WARisOVERさんがリツイートしました くりえいと
東京にとどめさしたいなら、浜岡原発

西日本を隈なく全部汚したいなら、川内原発。 
　8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
　 くりえいと @kurieight · 8月1日 
　川内原発８月１０日再稼働 
　こりゃ　故意だね@kurieight 
　https://twitter.com/kurieight/status/627367304423059456/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 7時間7時間前 
続・これが首都圏

http://twitter.com/ST0NES/status/591431624660799488 …
本来はヒトが住めないのが国際常識。

http://twitter.com/ST0NES/status/625281397364625408 …
廃村レベル。#東電の原発事故 プラスαで。

http://twitter.com/ST0NES/status/599237934324142080 …
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1

http://www.youtube.com/watch?v=wiFqNoxI9go&&t=2m13s
http://twitter.com/HGe2/status/630583971865210880
http://twitter.com/hakatte/status/630597706491166720
http://twitter.com/ST0NES/status/629073860759941120
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015080902000125.html
https://twitter.com/pecko178/status/630611137193574400/photo/1
https://twitter.com/kurieight/status/627367304423059456/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/591431624660799488
http://twitter.com/ST0NES/status/625281397364625408
http://twitter.com/ST0NES/status/599237934324142080
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1


地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
Updated【M6.9】SOLOMON ISLANDS 10.0km 2015/08/10 13:12:14JST, 2015/08/10
04:12:14UTC
(G)http://j.mp/1P0eWWs (USGS)http://j.mp/1P0eWWw

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 8時間8時間前 
カネの都合だよ。㈱#日本政策投資銀行
そこの。@Plutokun_Bot 午後11時ごろには、核分裂が連鎖的に生じる臨界に達する
予定。14日にタービンと接続し、発電を始める。発電再開後は徐々に出力を上げなが
ら調整運転を続け、問題がなければ9月上旬から営業運転に移行する。#川内原発

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 8時間8時間前 
川内１号機、１１日午前再稼働＝新規制基準で初－九電 http://www.jiji.com/jc/zc?
k=201508/2015081000317&g=soc …
えっ？今日発表してあしたの午前中には稼働しちゃうの？

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 9時間9時間前 
安倍首相に異変か

真夏の永田町に怪情報が浮かんでは消える

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a 
12時に福島県「ミスピーチ」が表敬訪問
“異変”はその後に
総理がストレスの蓄積から昼食を摂るのを拒むほどの身体の不調を訴えて嘔吐

（官邸常駐の）医者の応急措置を受けた

バロン @finalcut0011 · 9時間9時間前 
フクイチの地下では、地震の震源となるような激烈な現象が起きていた？

⇒２つ目のミニ太陽の恐怖〜濃霧にご用心〜 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=306441&g=132108 …
https://youtu.be/RIu8Te_5VnU

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
地球ノ子 @happinessfrog · 9時間9時間前 
@ST0NES @pecko178 　何のための再稼動？もはや核生成物供給にあらず、
「事故を起こすため。」ですね。意図的に。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Sulin @su_lin5 · 9時間9時間前 
Sulinさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
「事故を起こすための再稼働」、ほんとソレだね。九州が終われば日本が終わり、完

全に核廃棄物処理列島になるね。　

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
.@pan2dairiseki @pecko178 今度は韓国で原発事故。
http://twitter.com/ST0NES/status/630552487980720128 …
http://twitter.com/ST0NES/status/630575614940975104 …
あちこちで困りますが、今ナンチャッテ台風が汚染を拡散中。注意です。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
2015年8月8日の #韓国の原発事故。‥情報は少ない。
http://twitter.com/ST0NES/status/630573662949605376 …
http://twitter.com/ST0NES/status/630574202051923968 …
http://twitter.com/ST0NES/status/630574504037605381 …
原子炉の冷却とまって出火した？

ということは、爆発したんだろ。

その影響が九州へ‥。

http://j.mp/1P0eWWs
http://j.mp/1P0eWWw
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201508/2015081000317&g=soc
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306441&g=132108
https://youtu.be/RIu8Te_5VnU
http://twitter.com/ST0NES/status/630552487980720128
http://twitter.com/ST0NES/status/630575614940975104
http://twitter.com/ST0NES/status/630573662949605376
http://twitter.com/ST0NES/status/630574202051923968
http://twitter.com/ST0NES/status/630574504037605381


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
@ST0NES 実は、大分県佐伯市で購入し干し椎茸からキロ13ベクレル出ました
わが白川町の干し椎茸はキロ1ベクレル程度でした
原因を考えると、韓国の原発である疑いが濃厚です

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
やっぱ、なにかあったな。2015年8月8日
Nuclear reactor in Korea′s southwest stops， no radioactive leaks
http://www.scoop.it/t/fukushima-by-ton-kraanen/p/4049148975/2015/08/08/nuclear-
reactor-in-korea-s-southwest-stops-no-radioactive-leaks …
http://www.youtube.com/watch?v=e0AYQVewaiE …
漏れてるだろ‥

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
#トリチウム水蒸気 の放出が深刻になってきたのは3月20日ごろからです。
そしてとくに、4月20日〜21日から今のような酷い状態に。
@shinchann2008 このふくいちライブカメラの映像は2015年5月4日のものですね。
@tanakakazushige @matu923

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 11時間11時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
つい最近まであったはずの

韓国の放射線量の情報が見えない。

Korea http://www.stubbytour.com/nuc/ 
just for reference
どうしちまったのか？

関連先

http://twitter.com/ST0NES/status/569765465976778752 …

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 11時間11時間前 
すでに起きているかもしれません。

8月8日ごろからです。
大分の放射線量がヘンです。

http://twitter.com/ST0NES/status/630510044161818624 …
9:49 am 10 Aug 2015
@tokaiamada 韓国の原発が大事故を起こす必然性がある 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 11時間11時間前 
海霧とか言い張ってた勢力のみなさん‥消えてきたな。

F1の #トリチウム水蒸気 はブームじゃねぇんだよ。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 12時間12時間前 
Mer北東（Blois東・France）
15.8.9　1500μsv/r →12μ 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 20 時間20 時間前 
台風13号(ソウデロア)被害情報：台湾を横断し中国へ 各地で大きな爪痕残す(8/9〜)
http://www.rescuenow.net/?p=2009

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 21時間21時間前 
これを見るとフクイチ周辺の水蒸気がよくわかる

http://www.47news.jp/movie/general_national/post_12531/ …
底なしの恐怖を感じる。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
8月9日16時：気象庁発表
「口永良部島：火山活動の高まった状態が継続。　火山性地震は6日07時頃から増加し
、本日も多い状態。今後も、5月29日と同程度の噴火が発生する可能性があり、厳重な
警戒をしてください」（画像：9日の夕方）

http://www.scoop.it/t/fukushima-by-ton-kraanen/p/4049148975/2015/08/08/nuclear-reactor-in-korea-s-southwest-stops-no-radioactive-leaks
http://www.youtube.com/watch?v=e0AYQVewaiE
http://www.stubbytour.com/nuc/
http://twitter.com/ST0NES/status/569765465976778752
http://twitter.com/ST0NES/status/630510044161818624
http://www.rescuenow.net/?p=2009
http://www.47news.jp/movie/general_national/post_12531/


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
lips_k @lips_k · 8月9日 
５０万トンの湯気：霧にむせぶ日本列島 http://cocologsatoko.cocolog-
nifty.com/blog/2015/08/post-a300.html …
https://twitter.com/lips_k/status/630334873572503552/photo/1
こいつらまじか 

amaちゃんださんがリツイート 
マーちゃん @konoyooikiru · 8月9日 
大分県大分市佐賀関小学校の空間線量が昨日からスパイク状態を繰り返しています。

平均０．０４μsv/ｈが０．１１７μsv/ｈ迄急上昇。過去一ヶ月で最高値。
http://new.atmc.jp/pref.cgi?p=44#d=m … 
https://twitter.com/konoyooikiru/status/630316128359723008/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
佐野　千遥 @AllahakbarAlai · 8月8日 
諸外国では日本の福島原発の放射能が重大事態に立ち至っている事が報道されてい

ます。今年の“熱中症”で倒れた人の人数は去年の２倍です。その基本的原因は、自動車
の排気ガスと高濃度放射能の合併症です。若い世代の人達は、特に放射能の危害を受

けやすい状態にあります。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 8月7日 
久しぶりに福島の家に帰ったら　近所の方が２６人亡くなってた

　http://bit.ly/1C54DsM

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
マーヨ @maayo2010 · 8月7日 
@honehone_man_7そうなりますよね。それ以上はもう言えなくなる。気にせず食べ
てる人の親がが血栓出来て手術入院しています。卒園児の小学一年生と在園児の保護

者が、突発性難聴で耳が聞こえなくなってたり、保護者で音楽会に来る途中の運転中

に脳梗塞になったり、愛媛でもきています。

8月14日？ 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_ · 8月5日 
★学校欠席者情報収集システム★から見えてくること - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2143766705989663201 …
2015.07.16　頭痛欠席者数マップ
https://twitter.com/4_Sea_/status/624249701160779776/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
281_AntiNuke 8 _ · 281@月5日 
二度とごめんだと

誓ったはず。

https://twitter.com/281_/status/628518143875354624/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
tanaka kazushige @tanakakazushige · 8月4日 
やばっ！全然報道がないし。また隠蔽か？・・ RT @matu923: 福島原発では、異常な
現象が生じている様だ。地下で臨界が生じているというのだ。『２つ目のミニ太陽の

恐怖〜濃霧にご用心〜』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=306441&g=132108 … 
https://twitter.com/matu923/status/626721151654367233/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 7月25日 
首都圏の電車は本当によく遅れるようになりましたね。急病人が多過ぎます。原発事

故前は、こんなことありませんでしたよ。まぁ、電車の中にいてもガイガーカウンタ

ーが鳴っちゃう場所ありますからね、相当、被曝しているでしょう。熱中症だけのせ

いではないのは確実。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 5月22日 

http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2015/08/post-a300.html
https://twitter.com/lips_k/status/630334873572503552/photo/1
http://new.atmc.jp/pref.cgi?p=44#d=m
https://twitter.com/konoyooikiru/status/630316128359723008/photo/1
http://bit.ly/1C54DsM
http://matome.naver.jp/odai/2143766705989663201
https://twitter.com/4_Sea_/status/624249701160779776/photo/1
https://twitter.com/281_/status/628518143875354624/photo/1
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306441&g=132108
https://twitter.com/matu923/status/626721151654367233/photo/1


@naaaaaagi66 @ST0NES 0.32 → 米軍兵士の避難命令レベル

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
なびすけすたいる @naaaaaagi66 · 5月15日 
0.4-廃村レベル（チェルノブイリ） 
@naaaaaagi66
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=kek2Co3sbQU
陣内大蔵 - The walk to paradise 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
シロメロン @melodyyasu · 2012年9月3日 
RT @AndreasDiego: 「１mSv/年 または 0.11μSv/時」以上の放射能で人は生活でき
ない、と原子力推進の立場のIAEAでさえ示している。これより放射能が高い環境を「
安全だ」という人がいれば、その人が壊れているか核戦争の真っ只中にいるかその両

方かしかあり得ない

https://www.youtube.com/watch?v=H8a2k0cGmew
サヨナラ／GAO【公式】

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前 
@ukkayukka @prism31415 @carapowa1 お医者さんも普通の人も、ほかのことでは無
いような拒否反応を示すのが不思議。一体いつどうやってみんな同じ反応をするよう

に教育されたの？って思っちゃう。

まるで自己啓発セミナーみたいな強力な洗脳受けたみたいに。

https://www.youtube.com/watch?v=dGlRtgUVyz4
【作業用BGM】　魔法少女まどか☆マギカ　音楽集
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（８月10日）　ノギスのごとき君なりき…

http://85358.diarynote.jp/201508112231378994/

ノギスのごとき君なりき…（違っ
2015年8月10日 恋愛 コメント (2)
　

あしたね〜…覚えてたらッ

(2015.08.27.)
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

「ノギス」これね。

http://www.bing.com/images/search?
q=%e3%83%8e%e3%82%ae%e3%82%b9+%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%8e%e3%82%ae%e3%82%b9+%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%8e%e3%82%ae%e3%82%b9+%e7%94%bb%e5%83%8f&FORM=IGRE

タイトルの元ネタはこれねｗ

https://www.youtube.com/watch?v=5RvPQUCnKps
野菊の如き君なりき（予告） 

現世、「たみさん」のよーに可愛らしい外見ですが…ｗ
昔（前世）、ノギスとか？いつも持ってて、排気筒の外径がどーとか、角度で浮揚力がどーとか

、…そういう話ばっかり、してたよねぇ…？？

（＾ｗ＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日11:29

AKIRA 2024さんがリツイート 
harukui @harukui · 2014年7月10日 
「だってたまたまこの地球に、つかのまお邪魔してるだけじゃない？私たち。そんな着飾ったり

とか気負わなくていいと思うの。だから戦争もいらないし、原発もいらないし。」

NHK生放送でサラッと言う
加賀まりこさん　(’-^*) 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日11:30
忘れてたｗｗｗ
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（８月11日）　大魔王エル様のばかぁ…★

http://85358.diarynote.jp/201508110802382903/

大分県がヘンだ。0.17μ㏜/h？韓国の原発事故 の影響？／最期ま
で人間として生きること。

2015年8月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
知ってますか？

もう既に日本全国の原発の再稼働の準備が進んでることを。

報道しない訳もあるのかな。その実態を知ったら驚きますよ。ほぼ日本全国の原発が

再稼働を始める手続き中です。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi · 8月9日 
「海霧だと思うなら思ってろ！」http://grnba.com/iiyama/index.html#ss08081 … 
https://twitter.com/AmboTakashi/status/630269318287130624/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
空　　【安倍政権打倒！】 @kskt21 · 2012年10月14日 
発電用としてはほとんど意味のない「もんじゅ」が、なぜプロジェクトとして続いて

いるのか？もんじゅが正常に運転されれば、濃縮率98パーセントの軍用プルトニウム
が毎年62キログラムも生産できる。そして、もんじゅは発電を目的とするように偽装
されている。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
桑名正博 @masayan987 · 2011年3月15日 
皆んな、はやる気持ちは分かるけど今は逃げましょう！

https://www.youtube.com/watch?v=Yu6--WBPBHo
Singing in the Rain - Good Morning !! 

おはようございます。０７：１３。

大雨？の予報にも関わらず、広域サッポロ圏のみ無風で静穏。

（＾＾；）

気温２７℃。雲の高いギンギラに日射の透けている曇りで…暑くなりそうです…
（－－；）

大魔王エル様のばかぁ…★
＞http://85358.diarynote.jp/201508101819159675/

こんなに一番蒸し暑い時期に、自転車、取り上げないでよぅ…（ＴへＴ；）…と嘆きつつ、「徒
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歩通勤」の予定で、壱時間早く動いております…★

https://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ
Singing In The Rain - Singing In The Rain (Gene Kelly) [HD Widescreen] 

…いや、この条件節ですと、「降ってくれたら、バスに乗れる」んですが…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=CJR6my7A_Vk
Hairspray - Good Morning Baltimore (Official Music Video) 

伊方原発、川内原発も、風向き次第で疑わしい…。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1分1分前 
.@cmk2wl おはようございます。2015年8月8日から大分市の放射線量の動向がシロウ
トの自分の目で見ても異常です。どうしたものでしょうか？ちなみに8日には韓国でこ
んなこともありました。http://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fwww.arirang.co.kr%2FNews%2FNews_View.asp%3Fnseq%3D182134&tl=ja
… 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6 分6 分前 
8月8日〜10日の西日本の放射線量の状況
http://twitter.com/ST0NES/status/630644867077509120 …
http://twitter.com/ST0NES/status/630645337703649280 …
8月8日の雨雲http://www.tenki.jp/past/2015/08/08/radar/ …
今日も大分県がヘンだ。0.17μ㏜/h？ 
https://twitter.com/ST0NES/status/630864688532733952/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 25分25分前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
あるいは、8月8日の #韓国の原発事故 の影響
？http://twitter.com/ST0NES/status/630653381460144133 …
そうなると、この夏の日本はhttp://twitter.com/ST0NES/status/628936228457480192 
東西で、2011年に次いで
濃い放射能汚染に包まれてしまっているかも‥

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
直接東京の人と話てみると

放射能汚染に気付いていて

しかも、自分が体調悪くしてるのに

こども共々家族で諦めて

東京で死ぬんだと言ってる人が

結構いるのにビックリする

子どもの人権は親の物ではない。

子どもたちは生きたいに決まってるよ！

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【十勝地方 竜巻注意情報】
十勝地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲

が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてくだ

さい。

この情報は11日07:50まで有効です。
特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
石狩・空知・後志地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になってい

ます。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に

努めてください。

この情報は11日07:10まで有効です。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ
https://www.youtube.com/watch?v=CJR6my7A_Vk
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デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 4時間4時間前 
【東北注意】＜10(月)17時〜12(水)22時＞ 11(火)は福１からの放射性物質は東北に拡散
する見込み。12(水)は関東に拡散する見込み #Micromedia311 
http://facebook.com/daily.houshano 
https://twitter.com/Micromedia311/status/630805484459593729/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
2015年08月11日　銚子(チョウシ) 湿度100パーセントになりました。
はっきりしてます。

ふくいちライブカメラの映像で悪化が見られる時に、石巻、小名浜、銚子等の湿度が

上昇する。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/630794810371080192/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
今ライブカメラを見てください。

3号機から立ち上る煙（蒸気）が緑色です。
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/630792773180915712/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Fairewinds.org @fairewinds · 7時間7時間前 
Fukushima Daiichi- STILL releasing steam….
http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html … 
https://twitter.com/fairewinds/status/630758115030532096/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 7時間7時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
#軍用プルトニウム
http://twitter.com/search?
f=tweets&vertical=default&q=%E8%BB%8D%E7%94%A8%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0&src=typd
…
みんな、くわしいじゃん！

デモそれは3.11前は、ほとんど誰も知らなかった。
もっと知れわたってしまえ！

http://twitter.com/ST0NES/status/587494928655126528 …
原子力発電所は発電を装う核兵器製造の施設！

再稼動は戦争準備！

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 8時間8時間前 
気象庁さんの@JMA_kishou これで
http://www.tenki.jp/past/2015/08/02/satellite/japan_near/vapor.html …
#東電の原発事故 から #汚染濃霧 出てるのバッチリ判るね。
たとえば7月30日も
http://twitter.com/ST0NES/status/626700173918404608 …
やっぱり‥ね。 
https://twitter.com/ST0NES/status/630749258493210628/photo/1

埒不埒 @hurati · 8時間8時間前 
東日本がフクイチで散々なことになったのに西日本までどうにかなってしまったら、

と思うと憂鬱だ。これはTPPで農産物も輸入を開放したほうがいいと庶民に思わせる
ための手段なのか

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
北からの高気圧？

http://www.tenki.jp/past/2015/08/02/satellite/japan_near/vapor.html …
2015年8月2日〜3日の、#放射能の風
http://twitter.com/ST0NES/status/627793554924908544 …
http://twitter.com/ST0NES/status/628100224775380992 …

http://facebook.com/daily.houshano
https://twitter.com/Micromedia311/status/630805484459593729/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/630794810371080192/photo/1
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/630792773180915712/photo/1
http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html
https://twitter.com/fairewinds/status/630758115030532096/photo/1
http://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%E8%BB%8D%E7%94%A8%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0&src=typd
http://twitter.com/ST0NES/status/587494928655126528
http://www.tenki.jp/past/2015/08/02/satellite/japan_near/vapor.html
http://twitter.com/ST0NES/status/626700173918404608
https://twitter.com/ST0NES/status/630749258493210628/photo/1
http://www.tenki.jp/past/2015/08/02/satellite/japan_near/vapor.html
http://twitter.com/ST0NES/status/627793554924908544
http://twitter.com/ST0NES/status/628100224775380992


完全にF1から発生してる。#汚染蒸気 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9 時間9 時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
名無し：2015/08/10(月) 21:09 ID:XXXXXXXX
安倍首相、ストレスと福島の桃を食べて嘔吐する

#自ら放射能の危険性を証明してしまった歴代最初の首相か 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
それは骨盤だけではない。腰椎も。その両脇にある腎臓も。体内へ #累積 する様々な
放射性物質、食べたモノの半分の食毒、生きるために不必要なゴミを濾過して膀胱へ

送る機能が衰退してる。そのために街を歩く30代は40〜50代のように老けている。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
ひとつ筋肉障害の事実があると

次々に先の世の中が視えてしまう。

http://twitter.com/ST0NES/status/630722105659686913 …
今のままでは介護される側が若年化してしまう。世界一に。

そこへ目をつける医療用具や介護用品メーカー‥

カネがない者は自宅で寝たきり状態。

汚染食材で被曝を悪化させながら。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
骨盤をガタッと崩している‥http://twitter.com/ST0NES/status/630720498524008449 …
なんという‥おそろしい。

骨を覆う筋肉細胞の劣化が激しくなっている。

確実に土用を過ぎてからhttp://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%9C%9F%E7%94%A8&src=realtime&f=tweets …
大勢の日本人の細胞が身体の芯から腐り始めている。#内部被曝は累積する。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
うめてん @h_xinai · 15時間15時間前 
大熊町です。車内ですが、鳴り止みません。 
https://twitter.com/h_xinai/status/630650719113076736/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート
Lulu__19 @Lulu__19 · 8月6日 
アメリカのスターングラス博士が、脳の神経細胞のニューロン間通信に使われるカル

シウムイオンの替りにストロンチウム90が脳に入ってしまった場合、前頭葉でそれがβ

崩壊したら、突然の意識消失やてんかんのような症状が起きると言っている。これが

突然倒れる人が関東圏で増えている原因だ。運転危険

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
岸辺のアルバム @umitosuzu · 5月17日 
東芝の不適切会計問題って、なんかおかしい。本当に報道されているような内容なの

かね。軍用プルトニウムとか劣化ウラン弾とかに関係しているんじゃないの？

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
岸辺のアルバム @umitosuzu · 3月11日 
たとえ核のゴミ問題が解決できなくても、軍用プルトニウムの生産を続けなければな

らない。日本政府は断固、そう考えている。だが、そうまでして軍用プルトニウムを

生産しつづける理由は何なのだ？　いったいどこに、どのような需要があるという

のか。供給先の姿をあぶり出すことが原発を解くカギだ。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 2014年7月16日 
日本の核兵器製造能力 | 晴耕雨読 - teacup.ブログ“AutoPage”

http://twitter.com/ST0NES/status/630722105659686913
http://twitter.com/ST0NES/status/630720498524008449
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http://sun.ap.teacup.com/souun/53.html 
「日本は、軍用プルトニウムを生産できる『もんじゅ』と『常陽』を所有しています

。軍用ウランは六ヶ所の濃縮工場で生産できます」

原発＝兵器工場だから

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
asuka @asuka_250 · 5月23日 
@ST0NES 
イエメンにイスラエルの核攻撃 http://wp.me/p43EEt-7B @wordpressdotcom

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 2014年5月11日 
軍事産業の体系に含まれる原発 http://president.jp/articles/-/5211 
「電力を生む原子力発電の本質的位置づけは、それが生み出す軍用プルトニウムが核

兵器を補完するという意味で、本質的には軍事産業の体系に含まれるものである」#原
発　#脱原発　#反原発

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ストーリーテラー　るか @luca215 · 2013年12月19日 
東海ゲンパツは英国向けの軍用プルトニウム製造機だった。兵器とゲンパツの不可分

な関係。 http://goo.gl/KPv0SL

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Thoton Akimoto @thoton9 · 2011年3月14日 
だから、逃げろと言っただろう。２０キロ圏外であっても、自主的に避難しろ、と。

４０キロ、５０キロも同じ。

https://www.youtube.com/watch?v=XwcXmQjVi3U
The Nicest Kids in Town - Hairspray (Movie Clip) 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
井上　孝子　禁原発 @imahuyu · 8月9日 
福島では遺体にMRIをかけて死因を調査する機関ができるそうです。ばかじゃないの？
強制移住、補償をしたくないどころか、彼らの意図は、２０ミリでバタバタと倒れる

とわかっている。わかっているからこそ、研究材料にしたい。闘わなければ、生贄

です。福島県の次の生贄は九州。〜野呂美加さんより

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 9時間9時間前 
ジョージさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
今を楽しく生きればそれでいいそうですよ。東京の昔の知り合い曰く。もうどうでも

いいんだって。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
チェルノブイリでは

原発事故直後、着の身、着のままの住民を強制避難させた。そして住民が汚染地帯の

自宅に帰れないように「住民の家を壊した」んですよ。帰れないようにね。

それと「汚染地帯」で使った重機や車などは、放射能汚染が拡散しないように、今も

隔離されてる。これが日本との違い。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
決して、投げやりになったり捨て鉢になってはいけない。

http://twitter.com/ST0NES/status/630603826504970240 …
絶望の果てにヒラキなおってはいけない。

http://twitter.com/ST0NES/status/630735747746652160 …
権力、支配側はそれを望んでいる。

最期まで人間として生きることを自分自身に約束したほうがいい。

http://wp.me/p43EEt-7B
http://president.jp/articles/-/5211
http://goo.gl/KPv0SL
https://www.youtube.com/watch?v=XwcXmQjVi3U
http://twitter.com/ST0NES/status/630603826504970240
http://twitter.com/ST0NES/status/630735747746652160


https://www.youtube.com/watch?v=NTWLNjxOdNc
Chamillionaire - Good Morning 

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
アップル社のマークは「リンゴ」です。

しかも「かじったリンゴ」です。

もちろんアダムとエバが食べた木の実のデザインです。

堂々とリンゴを食べているのです。

神様が食べてはいけないと命じたことを

今の時代でも神様に堂々と挑戦する。

http://ameblo.jp/minamikaze0024/

https://www.youtube.com/watch?v=MGKXXJQCX3c
HairSpray -You Cant Stop the beat 

https://www.youtube.com/watch?v=c2MJTYxAakI
Hairspray - I Can Hear the Bells (High Quality)

https://www.youtube.com/watch?v=NTWLNjxOdNc
http://ameblo.jp/minamikaze0024/
https://www.youtube.com/watch?v=MGKXXJQCX3c
https://www.youtube.com/watch?v=c2MJTYxAakI


（８月11日）大魔王エル様プロデュース？強制ダイエット講座…(^_^#)…そのいち。
　

http://85358.diarynote.jp/201508110944149474/

大魔王エル様プロデュース？強制ダイエット

講座…(^_^#)…そのいち。
2015年8月11日 ダイエット コメント (2)
　

朝は一時間はやく起きてデスクワークのあと

塩分糖分ミネラル補給の簡単な軽食を摂り、

放射能の少ない（ここ大事！）空気をたっぷり深呼吸しながら、

加圧（飲料２.5リットル入り約４kgのリュックしょって）、

有酸素運動（豊平河畔を徒歩通勤）１時間。

o(^-^)o

朝食は炭水化物中心にシッカリ！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月11日10:21
予測されるバイト中の激睡魔との死闘…(^。^;)…と、

サウナスーツ着てる級の？

気温２７℃湿度１２０％の

（マジで過飽和した水分が雨滴状に降ってくる…(‾○‾;)…）

http://85358.diarynote.jp/201508110944149474/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508110944149474/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150811/85358_201508110944149474_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


との、落差１８０度な冷房地獄に備えて、休憩室で仮眠１０分なう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月11日10:23
珍しいコトするから、(^_^;)

カミナリ鳴り出した…

ヽ（・＿・；）ノ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508111601252948/

大魔王エル様プロデュース？…そのに。…「昼
飯は４分の３拍子」…(-.-;)…
2015年8月11日 ダイエット コメント (1)

　いつもはこれに同じメーカーの「塩パン」追加してるんですが、今日は諦めました…(ToT)…

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201508111601252948/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508111601252948/


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月11日16:16
雷雨で札幌０.０５９μまで上昇。

(-_-#)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508112104264670/

大魔王エル様…そのさん…「喰うべし！喰う
べし！喰うべし…ッ！」(^。^;)
2015年8月11日 ダイエット コメント (3)

　

http://85358.diarynote.jp/
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　カロリーの高い豚汁とナス味噌炒め（２大好物！）は諦めて、

(^_^;)

ヘルシーにワカメとモヤシｗ

（インゲンうまッ♪）

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月11日21:07
歩きますともっ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月11日22:17
無事帰投。

洗濯したら寝ますっ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月12日1:23
…「何か起こってる」ねぇ…
いま。(-"-;)

…危険すぎて、「私」は近づけない。(-"-;)

地下？
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（８月12日）　歩きますとも…ッ

http://85358.diarynote.jp/201508120806407028/

韓国の原発事故／オオイタが半端ない線量／毒

物を放出／脳神経を破壊する。

2015年8月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
#韓国の原発事故 2015年8月8日
http://translate.google.com/translate?
u=http%3A%2F%2Fwww.arirang.co.kr%2FNews%2FNews_View.asp%3Fnseq%3D182134&tl=ja
…
この重大な報道のアドレスをツイートしてる者がいない！

http://twitter.com/search?
f=tweets&vertical=news&q=http%3A%2F%2Fwww.arirang.co.kr%2FNews%2FNews_View.asp%3Fnseq%3D182134&src=typd
…
どうでもいいのか？他国だから？

九州なんて、#東電の原発事故 より近いんでない？伊方原発なみに。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
下町のリリアン @ririan10043 · 9時間9時間前 
まじ、大分が半端ない線量。0.16マイクロ超えてますぜ 
https://twitter.com/ririan10043/status/631094979822161920/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【再稼働の川内原発１号機 臨界の状態に】
国内の原発として1年11か月ぶりに再稼働した鹿児島県にある川内原子力発電所1号機
について、九州電力は11日夜11時、核分裂反応が連続する「臨界」と呼ばれる状態
になったと発表しました。

http://nerv.link/EduQHs

https://www.youtube.com/watch?v=XwcXmQjVi3U
The Nicest Kids in Town - Hairspray (Movie Clip) 

おはようございます。

札幌は２４℃。

ぴったり張り付くトリチウム湿気で気持ち悪いです…
（－－；）

歩きますとも…ッ

https://www.youtube.com/watch?v=X2xkGS5i9ko
Hairspray - Run And Tell That (with subtitles) 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【長崎県 記録的短時間大雨情報 2015年08月12日 06:20】
６時長崎県で記録的短時間大雨

五島市付近で約１１０ミリ

新上五島町付近で約１１０ミリ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
生前の忌野清志郎

「あくせく働き税金とられ、知らねーうちに漏れていた。あんたも、このごろ抜け毛

が多い。それでもTVは言っている「日本の原発は安全です」さっぱりわかんね。根拠
がない」

http://bit.ly/1IHsOkP 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 9時間9時間前 
今日は長野県も民間データが消されてる。

http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas …
石原の息子だったか？@IshiharaNobu
一般国民が放射線測定器を持ち歩くことがおかしいとかホザイテたな。

#東電の原発事故 が悪化したままクソな再稼働を強行する国策のほうがオカシイだろ。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 10時間10時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
　なぜ緑色なんだーっ！

2015年5月30日から‥
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%23GreenPlume+OR+%E7%B7%91+OR+%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A+OR+%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA+OR+%23GreenSmokeGas+OR+%E7%B7%91%E8%89%B2+OR+%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%B9+OR+%E3%82%AB%E3%83%89%E3%83%9F%E3%82%A6%E3%83%A0&src=realtime&f=tweets
…
いや、4月30日から‥
http://twitter.com/ST0NES/status/593541158619336704 …
もっと以前からか？

　いまだに疑問。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
なぜ、水のことばかり言うのか？と言えば、

今日、また、こんな事があったから。2013年の夏にもあった。夏にしかならないから
、どう考えてもおかしい。　調べてみたら「皮膚の角質層の中に水が異常に入り込ん

でる状態」だということみたい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
セシウムは「筋肉に蓄積する」

熱中症の初期症状も「筋肉のこわばり＝足がつるとか」

セシウムは筋肉に留まり、放射線を出す。　心臓は「心筋」と言われるように「筋肉

」なので、心筋梗塞のリスク。そして心臓が犯されると、場合によっては「血栓」が

脳に飛び、脳梗塞などの脳疾患のリスクが高まる

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
箱根：大湧谷

相変わらず、モコモコすごい（画像：11日20時25分） 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/631065340252782592/photo/1
もう当分、噴気は減らず、この状態だろうね。ちょっと変化があるのは、地震の数は

激減してるけど、今日は大湧谷が震源の震度２の有感地震が２回おこってる。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 13時間13時間前 
2015年8月11日19時@TEPCO_Nuclear
またはじまったね。F1モクモク
そーですか、今日は慌てず焦らず

コマメに濃霧注意報だしてるんですか。気象庁@JMA_kishou
http://www.tenki.jp/bousai/warn/2/10/754500.html … 

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【大気不安定 北海道では局地的に猛烈な雨】
湿った空気の影響で北日本や東日本で大気の状態が不安定になり、北海道では局地的

に猛烈な雨が降っています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒す

るよう呼びかけています。

http://nerv.link/y8DoMY

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【局地的大雨で札幌の住宅街が冠水】

局地的に降った大雨の影響で、札幌市内の住宅街では一時、数十センチの高さまで水

がたまり、住宅の周囲や車が水につかりました。

http://nerv.link/n9BSye

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【北海道白糠町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8月11日 17:33 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【釧路地方 記録的短時間大雨情報 2015年08月11日 17:21】
１７時北海道で記録的短時間大雨

白糠町北部付近で約８０ミリ

▼この情報は、災害の発生につながるような稀にしか観測しない雨量であることをお

知らせするものです。ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【北海道弟子屈町など記録的短時間大雨情報】
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気象庁によりますと、北海道ではレーダーによる解析で午後4時半までの1時間に弟子
屈町南部付近でおよそ100ミリ、また、標茶町北部付近でおよぼ90ミリの猛烈な雨が降
ったとみられます。

http://nerv.link/9aIZdg

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道 幌加内町で記録的短時間大雨情報】
気象庁によりますと、北海道幌加内町北部付近では、レーダーによる解析で午後3時半
までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。
http://nerv.link/AfiYi2

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 17時間17時間前 
で、昼すぎ。2015.08.11:@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=x_gJ9HtcbsA&t=2m34s …
確実にF1:3号機の辺りから激しく出てるね。緑のスモーク・ガス。
原子炉の内側が錆びた緑青が高濃度の汚染蒸気で噴出するのか‥ 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 17時間17時間前 
2015.08.11:@TEPCO_Nuclear
緑に霞む朝のF1
http://www.youtube.com/watch?v=tE636hRUABE&t=37s …
なんで5時ごろから空の色が急変してるんだ？
なにかとてもおそろしい毒物を放出したんじゃないのか？

それがまた首都圏へ？

http://twitter.com/ST0NES/status/630970261861339136 …

なんなんだよ？いったい。@TEPCO_Nuclear
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
パイプの煙(反原発＝新アカウント復活) @pipenokemuri2 · 19時間19時間前 
どこの原発も普段でも放射性粒子物質や放射性ガスが放出されてをば長年隠し続けた

！福一爆発時のドサクサの中ポロッと３１１直前数カ月データ出てバ

レた！@toshipiko1 @appen816
https://twitter.com/toshipiko1/status/630918712950796288 … 
https://twitter.com/pipenokemuri2/status/630951092902211584/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
えりこ☆No war 愛ある世界へ。 @yoriyori3 · 21時間21時間前 
川内原発ね たぶん すぐトラブル起こして 止まると思うよ。
みなさん 避難の準備はしておこうね。 他人事じゃないんだよ。
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました T. HIRANO
熱中症の症状。

以前、炎天下の中、約90kmほどの距離を自転車に乗っていて「突然、足がつる。しか
も両足の変な部位が次々につる」というのと、信号待ちで、突然、意識がなくなり、

そのまま救急搬送」という経験をしたので、怖さはわかってます

kenji @buick54aki · 23時間23時間前 
トリチウムが体内に取り込まれてイットチウムに変換する時に脳神経を破壊する。

首都圏の殆んどの人が脳神経をやられ危機察知機能が麻痺している

https://twitter.com/k2cyan/status/620603933954719744 …

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 8月10日 
Fairwindsの福島原発俯瞰映像は、原発地下で炉心燃料の溶塊が激しく臨界して地下水
と接し、トリチウムの放射性霧を大量に発生し続け、この霧が東関東を中心に、列島

を覆い尽くして殺人兵器と化している、という事実だ。

https://twitter.com/breeze000/status/630764700075204608/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
truth　狼たちは川へキャンプに @wolvesknow · 8月10日 
なぜ、再稼働するのかって、あなた、電気関係ない。核弾頭の詰め替え用を作って儲

けないと。

劣化ウラン弾の材料も提供せんと。

11日にやらかすところが、カルトだよな。カルト。

https://www.youtube.com/watch?v=MGKXXJQCX3c
HairSpray -You Cant Stop the beat 

…う〜ん…何回みてもモチベ上がる…♪
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（８月12日）　表現と行動のうさんくささは、その人の主張が誤っていることをかな
らずしも意味しない。

http://85358.diarynote.jp/201508120945038571/

大魔王ダイエット…(^。^;)
2015年8月12日 ダイエット コメント (8)
　

「きのうはタンパク質が足りなかったしぃ〜」という名目で、

出がけにプライドチキンを丸かじり。(^_^;)

ダイソーのドライトマトと、

オーガニックのフランス産オート麦シリアルと、

フィリピン無添加バナナチップと

道産ポテチをひとつまみ。

ソフトサウナ状態の豊平河畔をきのうより１０分速く踏破。

(^_^)v

スパゲティサラダを「主食」に、

菜の花と卵の炒め。

http://85358.diarynote.jp/201508120945038571/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508120945038571/


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月12日14:48
筋肉痛来襲。(∋_∈)

「昨日の筋肉痛が今日」来るという点では、５１歳の文系中年女性としてはまぁまぁだと思う

けど…(^_^;)…

そもそも昨日たった往復３時間はっか歩いただけで筋肉疲労痛って…(ToT)…

どんだけ運動不足で、

しかもそれを「自覚できない」脳ベクレ状況なわけ…？

(ToT)

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8月12日15:03
昼飯はフツウに、ゆうべ仕入れた半額コロッケ３個。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月12日15:18
北海道の雷マークがもの凄い。

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月12日20:29
本日すでにカロリーオーバーにつき、(-.-;)

食べずに歩きますよと…(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月12日23:58
〜５２０７１１、

＞５２０８０８．

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日0:05
で。（＾＾；）

疲れたし、半額（売れ残り）弁当にアリツケなかったので…

晩御飯がセイコーマートのカップ麺、カレー南蛮そば１個。

というオチに…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日7:30
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 6時間6時間前 
　

悪に加担して生きてる人って、娯楽しか考えてない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日7:52
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 24 時間24 時間前 

表現と行動のうさんくささは、その人の主張が誤っていることをかならずしも意味しない。
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（８月13日）　人生は、生きるに価する。

http://85358.diarynote.jp/201508130120041829/

鹿児島産は不買と決めました／皮膚に黒いシミが増える／８月１

４日の新月は大潮／早くそこから出なさい／どっちにしたって人

生最後の戦いなんだ。

2015年8月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

なにかが、起こってますね…

@cmk2wlは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@cmk2wlさんのツイートやアカウントを見ることが出来
ます。[フォロー] ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=V_7BhkGcCis
Bond - Viva 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201508130120041829/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508130120041829/
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ツイッターのユーザー画面トップに

「とうでんのゲンパツ事故から できるだけ遠くへ逃げてください！」
http://twitter.com/ST0NES/status/630715818637037569 …
とか案内してても、逃げる場所が国内には なくなってきたよね。
http://twitter.com/ST0NES/status/631442776480092160 …
@Plutokun_Bot

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 4時間4時間前 
汚染地で食材に気をつける行為は、喫煙室で禁煙する行為と同じです。早くそこから

出なさい。

あらためまして、こんばんわ。

０：０３になっちゃいました。

ほぼ２２時に帰宅して１５分仮眠して洗濯と入浴と簡単食事までしました…

場所ははっきりしませんが、いま現在、

「とてもたくさん死んでいる」らしいです。

（－－；）

嘆き悲しみながら、呆然と肉体を離れる流浪の魂たちに、

ニョゼさんが倦むことなく、ずっとこの曲を弾いてくれています…

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

生きろ。なんど死んでも。

生きろ。いのちは、とても…

…おもしろいから…

https://www.youtube.com/watch?v=jlshUinrKvY
【洋楽劇場】viva la vida / Coldplay 日本語　歌詞　字幕 

http://twitter.com/ST0NES/status/630715818637037569
http://twitter.com/ST0NES/status/631442776480092160
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
https://www.youtube.com/watch?v=jlshUinrKvY


8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Isibasi @Cisibasi · 1時間1時間前 
Isibasiさんがリツイートしました 放射線量警ら隊
日本政府、殺人集団だね、テロ指定すべき。 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 2時間2時間前 
川内が夕べ煙突から放出したやつが来てたのだ！ 
https://twitter.com/HGe2/status/631452784148090880/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 2時間2時間前 
"@cosmiclequios ラジオで経済が発展するから再稼働歓迎とか
商店街の声を聞いたぞ。

鹿児島産のは不買と決めたので 勝手にやってくれ。"
NHKラジオでも言ってましたね。
原発うごかないと仕事なくなるヒトがいるとか‥

どんな仕事？

放射能汚染で病気を増やす殺人業？

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 4時間4時間前 
福島じゃ都合悪くなると必ず故障したのだ！RT @TOHRU_HIRANO: 昨日11日、九州
：大分の線量異常値。11日の午前中にスパイクが出て、その後、線量が不安定な状態
で再び上昇傾向、15時以降は、欠測状態。（機器確認中のまま）. 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/631280262584774656/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 9 時間9 時間前 
事故時に少年だった人も、20Sv/y環境に住んでいれば40歳まで生きるのは無理だろう
どんなに健全に見えても、細胞テロメアが、どんどん短くなってしまうから

だから、安倍自民党政権のやってることは１００％殺人でありジェノサイド殺戮なの

だ

それは１００％憲法違反、後生に残る残酷事件

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
DNAが健全なうちは人間は130歳まで生きられるように設計されてる
ところが放射線による攻撃を受けてDNAが傷つくと分裂回数が減ってしまい寿命は大
幅に短くなる

https://twitter.com/HGe2/status/631452784148090880/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/631280262584774656/photo/1


福島で20mSv/yの環境に置かれた人は寿命が無被曝の人の数分の一以下になる
おそらく事故後出生た人は20歳までに死ぬ

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
人間細胞の物理的限界は130年程度といわれる
細胞の寿命が来るとDNAが元の細胞と同じものに取り替えるが、この回数がほぼ定ま
っているからで、分裂を重ねた細胞はテロメアという修復機構が短くなってゆき、最

後には分裂しなくなり細胞はユニットごと死滅する

皮膚に黒いシミが増えるのがそれ

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【上川地方 土砂災害警戒情報 2015年08月12日 15:44】
次の地域に土砂災害警戒情報が発表されています。

▼旭川市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 10時間10時間前 
〔熱中症〕救急搬送者数1万人超え続く 前年の2倍以上(8/3〜8/9)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150812-00000004-rescuenow-soci …
各分類別データは↓

http://www.rescuenow.net/?p=2029 

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
その朝まで元気に挨拶をし、食事もして学校に出かけてゆく子供が、家を出てすぐ倒

れ二度と起き上がらないのです

その晩まで、普通に食事し、寝付いたお父さんが、朝、いつまでも起きてこない

永久に起きてこない

これが放射能被曝障害なんです

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：07/29 21:47
福一の写真ををみれば、燃料プールの位置に何も無いことも、作業員がいないことも

わかる

王様を見て子供は「裸だ」と言った。大人にしか見えない燃料プールがあるのだろう

？

指差しした作業員の姿を最後に、ライカメはバンク（＝動画のストック）の再生を繰

り返す

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150812-00000004-rescuenow-soci
http://www.rescuenow.net/?p=2029


特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【静岡県 潮位情報 2015年08月12日 14:01】
８月１４日の新月の前後は大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くな

ります。静岡県では、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。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
ぴくるす @hanakonene · 13時間13時間前 
11:50ハンビッから、北部九州あたり、風が直撃してる。

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
大分県　これはマズいのではないか？

http://netc.com/ 
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
伊方原発が怪しいぞ！ 
https://twitter.com/tokaiamada/status/631267883532746753/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
のりたまご @noritamago2010 · 17時間17時間前 
昨日から、大分県佐賀関の線量が高い。

原子力規制委のモニタリングポストは「調整中」の表示。

そして今朝、何故か長崎の西側が高い。

(画面はホワイトフードさんのサイトから) 

デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 21 時間21 時間前 
＜11(火)17時〜13(木)22時＞ 12(水)は福１からの放射性物質は太平洋上に拡散する見
込み。13(木)は東北、北陸に拡散する見込み #Micromedia311

https://www.youtube.com/watch?v=tdheB9FZ2eQ
Coldplay - Viva La Vida A Capella Multitrack Cover. 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1時間1時間前 
（何年も前のツイートのほうが今のタイムラインより勢いあるな。

みんなつかれてる‥というか、被曝させられ、情報に振りまわされ

本当なら疲れなくてもいいのに疲れさせられてる。

最近すこし進歩したのが放射能に敏感なひとが生き残って

http://netc.com/
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://twitter.com/tokaiamada/status/631267883532746753/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=tdheB9FZ2eQ


敏感じゃなくてもヤバイ！というひと増えてきた。よね？）

https://www.youtube.com/watch?v=i68CThFxul8
Coldplay - Viva La Vida / Charlie Brown (Fuji Rock Festival ’11) 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年8月1日 
大騒ぎしよう。福島の人達のこと。汚染食品。汚染肥料。汚染魚粉。原発そのものも

。そうしなければ未来はない。どっちにしたって人生最後の戦いなんだ。恐れるな。

https://www.youtube.com/watch?v=8h7bnmRBdCM
Coldplay - Viva La Vida
(BEST PIANO ARRANGEMENT AND INTRO w/ SHEET MUSIC in description) 

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT5700UP】 カラパイアの歩き方 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51249039.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/631399751817105408/photo/1 

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
私たちの惑星、地球は「第六の大絶滅期」に入りつつあるということが公に認められ

ました

最も保守的な予想でさえ現在の種の絶滅の早さはこれまでの大量絶滅よりもはるかに

上回るもので人類の責任であると共にリスクでもあることを明らかにしています

http://www.commondreams.org/news/2015/06/22/brink-sixth-great-extinction-humanity-
must-conserve-or-die …

https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
Beijing POWER OF LOVE 

amaちゃんだ @tokaiamada · 20時間20時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=i68CThFxul8
https://www.youtube.com/watch?v=8h7bnmRBdCM
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51249039.html
https://twitter.com/karapaia/status/631399751817105408/photo/1
http://www.commondreams.org/news/2015/06/22/brink-sixth-great-extinction-humanity-must-conserve-or-die
https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY


「池田大作先生の理念を我が人生の根幹に据え」安保法案に反対します　創価大関係

者から公然と批判

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150811-00000004-withnews-pol …
公明党オワタ

amaちゃんだ @tokaiamada · 8月11日 
日本の太陽光発電、2020年までに原発66基分
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14144426844 …
太陽光は、すでに原発40基分が稼働している
それを必死になって妨害し、原発再稼働のため太陽光買取を拒否してるのが九電はじ

め電力各社

https://www.youtube.com/watch?v=07I0zVOSdA8
bond vs 12 girl band 
シャンカールばりだなｗ

https://www.youtube.com/watch?v=T4a0o8Nn59w
Bond Durango

人生は、生きるに価する。

https://www.youtube.com/watch?v=4ykjFhu48f8
London 2012 Coldplay Ft Rihanna Viva la Vida Paralympic Games Closing Ceremony 

たとえ自分自身が、自分を殺してしまいたい時にでも。…だ。

 
 

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8月13日1:42
とりあえず、寝ます。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月14日1:48

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 14時間14時間前 
　

上海の弟に、天津の事故のこときいたら「こんなん、しょっちゅうだよ、報道の100倍は死んで
るな」と。うむー。
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（８月13日）　昼飯は３分の２拍子。(^_^;)　ボーっとしてるとき、いきなりビジョン
が脳裏に鮮明に写る。

http://85358.diarynote.jp/201508130959401237/

大魔王エル様プロデュース？…「王道」ダイエット…！

2015年8月13日 ダイエット コメント (4)
　

（本文あとでね）

（＾＾；）

「だってこんなによく動いてるんだし！」という名目で、

出がけにまたもや昨夜半額で買ったフライドチキンを丸かじり。

（＾＾；）

ドライトマトとシリアルとバナナチップで繊維とミネラル補給…

（＾＾；）

そして、ベスト体調と気象条件で荷物最小の「スポーツ競歩」速度なら４５分で踏破できるはず

の距離をふぅふぅ大汗かきながら１時間ジャストで半田屋にゴール？して…

マカロニサラダを「主食」に、（＾＾；）

揚げ出し豆腐と茄子の揚げ浸し…

（一応まぁ、キュウリとニンジンとショウガとナスの、

「夏野菜」補給ということで…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=ZcJjMnHoIBI
"Weird Al" Yankovic - Eat It 

…え？（＾＾；）カロリー計算…？？？？

http://85358.diarynote.jp/201508130959401237/
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日10:19
筋肉痛がビッシバッシ！

逝ってます…(-"-;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日14:51
久しぶりに沢山？歩いたおかげで腎臓のトリチウム目詰まり？が解消されたらしく水分の排出量

が増え、(^。^;)

顔のムクミが消えて、二重瞼が復旧…(＠ｗ＠^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日15:04
昼飯は３分の２拍子。(^_^;)

いつもは３個食べる昨夜の売れ残りの半額コロッケを、２個に減らして。(-.-;)

代わりにダイソーのドライトマトの残りを持って来ました…

(-.-;)

…足りない…(T_T)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月14日2:51

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
pontamama @ponchanwan · 6時間6時間前 
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http://85358.diarynote.jp/
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引越し直前に撮った自分の顔とさっき撮った顔、顔色やたるみやシワが全然違う！

若返ってるー（≧∇≦）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508132340101100/

ケツ肉の争い…（ーー；）…
2015年8月13日 ダイエット コメント (3)
　

（消えたので復旧★）

大殿（ケツ）の筋肉痛がパネェです。

（－－；）

そしてそれを口実にして喰う！

ｗ（＾◇＾；）ｗ

（…カロリーオーバー…）

https://www.youtube.com/watch?v=t2mU6USTBRE
"Weird Al" Yankovic - Fat 

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月13日23:55
どれだけ自分のカラダが急激に病的に衰亡しつつあったのか。

http://85358.diarynote.jp/201508132340101100/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508132340101100/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150813/85358_201508132340101100_1.jpg
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


全く自覚が出来ていなかった、という脳ベクレ問題がいちばん怖いです…

（；‾Д‾）

たかだか１日３時間を、

３日歩いただけでこの筋肉痛と全身疲労感。って…

（；‾Д‾）

…こんなのは全然、ワタシの体じゃないッ！ヽ（・＿・；）ノ
 

気づかせてくれて、ありがとう、エルっ！

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月14日2:17

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 58 分58 分前
　 
Googleトレンド検索　日本
注意力散漫

ミスをする

同じミス

注意散漫

ミス　原因 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月14日10:02
amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
　

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


ボーっとしてるとき、いきなりビジョンが脳裏に鮮明に写る

これから自分の身に起きること

遠い過去生のこと

はるか未来のこと

私が理解したのは、地球という美しい星が、実は地獄の一種ということ

3億年前、昴のプレアデスで起きた恐ろしいカルマを繰り返す人々が住む星ということだ
 



（８月⒕日）　眠れなくなってしまいました…

http://85358.diarynote.jp/201508140257219002/

核汚染が進む日本／むかしの医学ではハコベと牛蒡で治したらし

い／ニュースが削除されていますね。生々しい！／人間として生

きて死にたいひとは出てゆく／気が付くと自分ひとりに！開放感

抜群です。

2015年8月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
asuka @asuka_250 · 4月30日 
@toyota86city 地下水が爆発によって高温になり水蒸気となって地面から吹き出る温泉
地などで見られる現象と同じです。地面の構造は密閉されていないので、あっちこっ

ちから吹き出している。建物の中も水蒸気が出てますよね。完全にアウトです。日本

国から出て下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=eVH1Y15omgE
2CELLOS - The Trooper Overture [OFFICIAL VIDEO] 

なんだか逆に眠れなくなってしまいました…

（前項＋前々項参照）

…（－－；）…

さて。どうなってるんでしょうかね？私のカラダと脳ベクレと、

地球の汚染の現状は…？？

https://www.youtube.com/watch?v=3Mxs-xpjehI&spfreload=10
印度(ｲﾝﾄﾞ)の虎狩〜セロ弾きのゴーシュ／宮澤賢治 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
朱音 @akane243 · 7時間7時間前 
何？なんか気持ち悪い…戒厳令とか言い出すなよ
“@kantei: 【お知らせ】明日（8月14日）18時をめどに安倍総理が記者会見を行います
。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4時間4時間前 
@ST0NES 明日、8/14日、何事も起きませんよう、祈りましょう。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
金子譲（ゆずりん） @yuzulin · 12時間12時間前 
英語圏の報道では、日本政府は嘘をついて国民を被曝させていると報道しているし、

チェルノブイリ以上の人的災害になるだろうといった認識で受け止めている。日本人

が平然と暮らしている意味がわからない。 http://ameblo.jp/sunamerio/entry-
11311710456.html …

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
田沢湖 整体 @tazawako_seitai · 8月12日 

http://85358.diarynote.jp/201508140257219002/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508140257219002/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150814/85358_201508140257219002_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=eVH1Y15omgE
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http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11311710456.html


うっとうしい人間関係から離れたい時には「放射能汚染」の話しをすると、もの凄く

効果があります。気が付くと自分ひとりに！開放感抜群です。

https://www.youtube.com/watch?v=J_WbO_LPXDo
★ Studio Ghibli Cello Collection 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 6分6分前 
現実的には今のままなら、核汚染が進む日本列島から

人間として生きて死にたいひとは出てゆくしかなくなってしまう。

ショーもない原発事故の始末もできないのに世界的に核輸送を進める？

http://twitter.com/ST0NES/status/631820987483291648 …
これじゃぁね。それほど犯した罪は大きい。地球上において。

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 1時間1時間前 
#放射能の風 と #放射能の雨 2015年8月13日〜14日
http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
206.02,46.45,671 …
ここ数日の雨は、F1、川内原発、韓国の原発事故からの黒い雨だとおもったほうが
いい。http://twitter.com/ST0NES/status/631442776480092160 … 

不正選挙監視団 @rigged_election · 2時間2時間前 
ロシア政府「１２月３１日にフクイチ地下で核爆発。フクイチは最重要情報」福島原

発の地下でトリチウム濃度が２０倍以上に急増！　http://bit.ly/1cX0f67

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
孫向文 @sun_koubun · 3時間3時間前 
中国「核生化」救急隊出動。

核兵器、生物兵器、化学兵器の略です。 
https://twitter.com/sun_koubun/status/631833814948409344/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
みこやん @mikoyan1213 · 3時間3時間前 
放射能が飛んで来ていないか、長崎の線量をみたら、8/11が明らかにオカシイじゃん。
https://twitter.com/mikoyan1213/status/631820340289650688/photo/1
これ、中国ではなく川内原発のせいだろ⁈ 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 3時間3時間前 
風向きに注意です。#川内原発
http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
223.43,35.32,1106 …
@bonchan1 まさかMOX燃やしてないやろな。耐用年数の限界、MOX不対応炉などに
より大爆発しかねんわ。原子炉内は長年の中性子線の影響を受け、とても脆く

…http://www.news24.jp/articles/2015/08/08/07306450.html …

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
これで日本列島 九州から北海道まで、雨が降ったら間違いなく降下してきます。
相当な高度まで天津からの風向きは日本列島です。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 3時間3時間前 
■我が市　

現在の救急出動

現在出動中の救急車　14台
本日の救急出動件数　240件

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【緊急地震速報 最終報 2015年8月13日 23:09】23時7分頃、台湾付近を震源とする地震
がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM6.0、最大震度3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。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
招き猫（Noriko K） @kyounoowari · 4時間4時間前 
招き猫（Noriko K）さんがリツイートしました 黒色中国
シアン化合物が経口、経皮、経気道により体内に入り、細胞の呼吸を妨げて細胞の活

https://www.youtube.com/watch?v=J_WbO_LPXDo
http://twitter.com/ST0NES/status/631820987483291648
http://earth.nullschool.net/jp/?utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-206.02,46.45,671
http://twitter.com/ST0NES/status/631442776480092160
http://bit.ly/1cX0f67
https://twitter.com/sun_koubun/status/631833814948409344/photo/1
https://twitter.com/mikoyan1213/status/631820340289650688/photo/1
http://earth.nullschool.net/jp/?utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-223.43,35.32,1106
http://www.news24.jp/articles/2015/08/08/07306450.html


動を停止させることにより起こる中毒

症状の発現は急激

最も影響を受けるのは脳

一刻も早い処置が必要

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASDG13H8G_T10C15A8000000/ …

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
自由自在 @dnanoca · 4時間4時間前 
で、日本へ向けて移動中。高度不明。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
メイリン（美齢） @ykmeiling · 4時間4時間前 
メイリン（美齢）さんがリツイートしました 孫向文
はい、シアン化をばら蒔くなんて、原発より即効性あり恐怖です。日本にも黄砂みた

いに物質が飛来しますね？ 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
みこやん @mikoyan1213 · 4時間4時間前 
やべ。

中国というより、全人類的大艱難時代のオープニングだ。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 4時間4時間前 
↓　キセノン135が検出されていると言う事は自発核分裂は起こしているんだよね。臨
界「連続性」に達していないだけで。臨界に達したら核爆発起すけどね。核分裂生成

物は今尚生成されていると言う事ですね。核分裂生成物は美味しいと言う事ですかね

。大分アピールしているようで！

Dandy @qDandyp · 4時間4時間前 
フクイチ温泉郷 
https://twitter.com/qDandyp/status/631812306175848448/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 5時間5時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
F1事故後4年半が経過し関東東北圏では殆どの人々が放射能累積限界を超えている。
そこに今回の高濃度放射性水蒸気を吸い込めば熱中症の症状と同じ急性放射能障害で

倒れるのは当然の結果だ。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 5時間5時間前 
熱中症のせいにしているけど、違うだろ。重金属の微粒子が電解質異常を引き起こし

ているから、春先から熱中症が多発しているわけだ。核燃料由来放射性微粒子は重金

属の微粒子だし、その意味で手のつけられない大規模な重金属汚染が進行中。稀なウ

イルスのせいにするより熱中症のせいにした方がバレない

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 5時間5時間前 
AKIRAさんがリツイートしました パイプの煙(反原発＝新アカウント復活)
F1から連日、高濃度放射性水蒸気が首都圏に降り注ぐ。

kenji @buick54aki · 6時間6時間前 
フクイチのデブリ付近から噴出している膨大な量の湯気この重い湯気＝霧は主に沿海

地域を襲い襲われた地域は湿度１００％になる

しかし水蒸気が噴出しない日はデブリ溶解し地中に落下した核燃料の沸騰している部

分から

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 6時間6時間前 
AKIRAさんがリツイートしました kenji
遠からず日本人は海外諸国で入国拒否される事になる。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 7時間7時間前 
汝の名は、『ガミラス』

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASDG13H8G_T10C15A8000000/
https://twitter.com/qDandyp/status/631812306175848448/photo/1


緑色に見えるのは再臨界によって放出されるキセノンが水蒸気に含まれているからだ

ろう。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 7時間7時間前 
うわ〜だから福島県は福島市の降水降下物雨天のみ更新の公表を１カ月以上もやめて

しまったんだ

やはり５月１３日浜通り震度４から再臨界してたんだ

１６〜１７日には３号機格納容器にスパイクあるし

https://twitter.com/cmk2wl/status/611319019925319680 … 
https://twitter.com/buick54aki/status/631783348168298496/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 7時間7時間前 
国会前デモに参加した人達も8月2日だけで過去最高のトリチウム濃度だったらしい
ので、5年〜10年後には発病続出でしょう。誘導した人間からは悪意しか感じられない
。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 8時間8時間前 
momoaさんがリツイートしました 8月14日？ AKIRA 2024
再臨界でなければ何なんでしょうか。 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
di ba @rejoiceinthegod · 11時間11時間前 
これすごいね。 RT “@akira_pt4ever: 眠り病特集。凄すぎる。。
http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12031605335.html …”

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
さっき、屋外で、0.38@西日本

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 
〔突風〕栃木県芳賀町で突風発生か　住宅の屋根が飛ばされたとの通報

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150813-00000007-rescuenow-soci …
宇都宮地方気象台は13日12:29、「栃木県竜巻注意情報　第1号」を発表しました。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、頑丈

な建...

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 
〔突風〕有明海で竜巻目撃情報

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150813-00000006-rescuenow-soci …
熊本地方気象台は13日11:29、「熊本県竜巻注意情報　第1号」を発表しました。
11:10頃、有明海で竜巻が発生したとみられます。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...

amaちゃんださんがリツイート 
ABC News @abcnews · 12時間12時間前 
Survivors describe the deadly #Tianjin explosions
http://ab.co/1IJ8wJF 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 12時間12時間前 
Milk http://www.youtube.com/watch?v=tgjwo7VNkqo …
Penguin Cafe Orchestra
More Milk http://www.youtube.com/watch?v=CB3sXtq2VYQ …
おそろしい世のテーマ曲みたいになっちまったな。#死の牛乳
その起源：http://twitter.com/ST0NES/status/500326607110668290 …

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 13時間13時間前 
8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイートしました 8月14日？@TEPCO_Nuclear
人間の肉体で血液を造る場所。背中の中央。そこが痛くなって

白血球と赤血球のバランスわるくなる。

http://twitter.com/ST0NES/status/483826294807728129 …
むかしの医学ではハコベと牛蒡で治したらしい。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E7%89%9B%E8%92%A1+OR+%E3%82%B4%E3%83%9C%E3%82%A6+OR+%E3%83%8F%E3%82%B3%E3%83%99&src=realtime=default&f=tweets
…

https://twitter.com/cmk2wl/status/611319019925319680
https://twitter.com/buick54aki/status/631783348168298496/photo/1
http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12031605335.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150813-00000007-rescuenow-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150813-00000006-rescuenow-soci
http://ab.co/1IJ8wJF
http://www.youtube.com/watch?v=tgjwo7VNkqo
http://www.youtube.com/watch?v=CB3sXtq2VYQ
http://twitter.com/ST0NES/status/500326607110668290
http://twitter.com/ST0NES/status/483826294807728129
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E7%89%9B%E8%92%A1+OR+%E3%82%B4%E3%83%9C%E3%82%A6+OR+%E3%83%8F%E3%82%B3%E3%83%99&src=realtime=default&f=tweets


とにかく、#いれない_ためこまない_だしやすく

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 13時間13時間前 
@akira_pt4ever 少し緑の霧がかってるようにも見えますね
地下から異常な熱がか陽炎のように出てるのは確かです。

色んな物質が燃えてるんでしょう。そのガスが色がついてることもある。

現在は真っ白ですよ。また銚子の湿度上昇？ 

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は13日13:50まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【栃木県で竜巻か】

南部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。

栃木県では、竜巻などの激しい突風がさらに発生するおそれが非常に高まっています

。

宇都宮地方気象台は栃木県に竜巻注意情報を発表しました。13日13:40まで有効。

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Sirius☆彡 祈ります @sitesirius · 14時間14時間前 
再リンク

#NoNUKE
#川内 原発1号機　原子炉ポンプに不具合 2015/8/8
→ http://j.mp/1f8YbMx 
QT @nextan: @cyoki ニュースが削除されていますね。生々しい！

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 14時間14時間前 
中国版911？
@jumpilikeyou 核燃料工場？ 
https://twitter.com/kurieight/status/631659655723245568/photo/1

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 15時間15時間前 
水道水を沸かしたお風呂に浸かるとき、放射性物質の湯気を吸い込むであろう。

#hibaku

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
kita @kitakazuo · 15時間15時間前 
天津の爆発は、地震が観測されたのでバンカーバスター、すわWW3かとふるえたの
だが、報道によると、夜１０時５０分危険物のある物流倉庫で火災発生の通報、消防

隊出動、１１時３０分ごろ爆発、１７名が死亡、４００名以上負傷と…そんな訳ない
だろ。 

8月14日？@TEPCO_Nuclear @ST0NES · 15時間15時間前 
2015.08.13;@TEPCO_Nuclear F1
https://www.youtube.com/watch?v=MFqX38FYh6Q …
地下の核燃料の暴走で画像が乱れる、建屋は揺れる、

明け方の空は緑に煙る、3号機の向こうは見えない。
#2015年8月14日 前日
http://twitter.com/ST0NES/status/631528922681774080 …

さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 17時間17時間前 
元原発作業員さんの話】（フクイチ）あれはただの霧じゃ無いですよ。デブリに水が

反応した放射性物質の噴霧器だと思ってもらったほうが良いです #mixi_diary
http://open.mixi.jp/user/110966/diary/1945050945 …

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 18時間18時間前 
8/8 大分県
空間線量率グラフ

twから
https://twitter.com/st0nes/status/630867136919941120 … 
https://twitter.com/SirBears/status/631602533618704384/photo/1

http://j.mp/1f8YbMx
https://twitter.com/kurieight/status/631659655723245568/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=MFqX38FYh6Q
http://twitter.com/ST0NES/status/631528922681774080
http://open.mixi.jp/user/110966/diary/1945050945
https://twitter.com/st0nes/status/630867136919941120
https://twitter.com/SirBears/status/631602533618704384/photo/1


8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
TOYOTA86 @toyota86city · 8月12日 
TOYOTA86さんがリツイートしました 鈴木　耕
何かあれば、また、メルトアウトですね。 

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 8月12日 
川内原発も？http://ma-04x.net/all.html 
"@tokaiamada
大分県　これはマズいのではないか？

http://netc.com/ 
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
伊方原発が怪しいぞ！"
https://twitter.com/tokaiamada/status/631267883532746753/photo/1

8月14日？@TEPCO_Nuclearさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 8月12日 
cmk2wl @cmk2wl 今ライブカメラを見てください。 3号機から立ち上る煙（蒸気）が
緑色です。 http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html … … 
2015年8月11日 02:28 
もう終わりではないですか。じーじの住んでる福井も危ない。

AKIRAさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 8月11日 
３.１４の大爆発で、原子炉や貯蔵プールにあった核燃料は、すべて飛び散った！飛散
した！この悲惨きわまる状況は、この写真を見れば一目瞭然！サルでも分かる

https://twitter.com/xciroxjp/status/631129591147421696/photo/1
ところがである。

日本のダマスゴミは、

５６６体の核燃料棒を見て来たような大ウソ！

https://www.youtube.com/watch?v=auqUVYi7jgo
台北弦樂團快閃│12.20 (六) 15:00-15:30 

https://www.youtube.com/watch?v=l-9VZZWtMfQ
2CELLOS - They Don’t Care About Us - Michael Jackson [OFFICIAL VIDEO] 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 4時間4時間前 
AKIRAさんがリツイートしました kenji
冷静な分析判断であるが、現政権の目的が日本人の人口削減だった場合

は捨ておかれることになる。

覚悟をしておくべきだ。

https://www.youtube.com/watch?v=Mx0xCI1jaUM
2CELLOS - Smooth Criminal [OFFICIAL VIDEO] 

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 8月11日 
放射性水蒸気で大変な事になってるというのに反戦デモなんて的外れな事に意識を持

って行かれてシレっと原発が再稼働した。何が今の日本人にとって重要な事かもわか

っていないようで情けない。テレビで報道しない事が隠したい事だよ。福一は悪化の

一途で収束の見込みはないというのに。

https://www.youtube.com/watch?v=bmaN_qglNpo
Coldplay - Viva La Vida violin instrumental cover - string quartet 

今日（あ、もう昨日かｗ）

ずっと聴こえていたよ…♪

ありがとう。（＾＾）／

http://ma-04x.net/all.html
http://netc.com/
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://twitter.com/tokaiamada/status/631267883532746753/photo/1
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html
https://twitter.com/xciroxjp/status/631129591147421696/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=auqUVYi7jgo
https://www.youtube.com/watch?v=l-9VZZWtMfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mx0xCI1jaUM
https://www.youtube.com/watch?v=bmaN_qglNpo


https://www.youtube.com/watch?v=fMK1ftad1J8
Viva la Vida Orchestra Cover 

https://www.youtube.com/watch?v=Waho44bAJZo
Viva La Vida - Flute and Cello Cover (ft. Joonsung Jo) [HD] 

https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk
Marc Anthony - Vivir Mi Vida
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月14日3:30
寝ますにゃ。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=fMK1ftad1J8
https://www.youtube.com/watch?v=Waho44bAJZo
https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（８月⒕日）　今日は往復４時間。炎天下を延々歩く覚悟。ですとも…☆

http://85358.diarynote.jp/201508140955523799/

【 惨　酷　史 】　…　それでも！　

《 歌いながら、大地を歩く 》 … ！

2015年8月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=GpF3hoKLiFY
SUMMER TIME BLUES （原子力はもういらねぇ！）

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：2015/08/14(金) 03:56 ID:XXXXXXXX
ほらじゃない♪

http://j.people.com.cn/2005/09/30/jp20050930_53945.html …
#天津に安全性が高い中国初の原子炉海水淡水化工場

おはようございます。

０９：０２。

札幌は２７℃。強めの乾いた涼風。

線量０.０４１μでやや上昇。

（〜〜；）

天気は【怪】晴…（－－；）…

東の空の半分を、「フクイチ直送」汚染雲が覆い尽して…
西から中国核化学？爆発の粉塵満載の風が襲い掛かって、

せめぎあいの領土争いをしている中間地点のSAPPORO…
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY
爆風スランプ - スパる 

http://85358.diarynote.jp/201508140955523799/
http://85358.diarynote.jp/201508140955523799/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=GpF3hoKLiFY
http://j.people.com.cn/2005/09/30/jp20050930_53945.html
https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY


バイトは休み。

もともとの予定は終日ひきこもり。でしたが…

「放置自転車」を回収しがてら。

　（ーー；）

３日歩いて筋肉痛の全身を源泉に漬け込むために…

今日は往復４時間。炎天下を延々歩く覚悟。ですとも…☆

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=ujwcFekDMEQ
爆風スランプ　Runner 

腐っても鯛！

死んでも生まれ変わっても霧樹りす！

ボケても（大脳が吹っ飛んでも）

元・エイリス！

被曝に敗けて病衰死。「だけはしない。」と決めている…ッ!!

https://www.youtube.com/watch?v=XQy3AQLedME
ブルーハーツ 原子爆弾の歌 「シャララ　Shalala」 
歌詞／日本語・英語 English subtitles 

bit.ly≎/WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
bit.ly≎/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly≎/WotNukes
クチで吐いて鼻で吸う肺と、皮膚の呼吸。

食べて飲んだあと大腸から肝臓へ運ばれても、排便と排尿で出す。

臓器も脳細胞も死ぬまで休むことない血液循環。

このみっつの生きる絶対条件は同時進行。

それを感じなくても凄まじく破壊する放射能汚染。

https://www.youtube.com/watch?v=K2baSCycSWk
原発音頭　タイマーズ 

https://www.youtube.com/watch?v=ujwcFekDMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=XQy3AQLedME
https://www.youtube.com/watch?v=K2baSCycSWk


AKIRA @AKIRA23150220 · 1 分1 分前 
AKIRAさんがリツイートしました tenki.jp地震情報
日本は今年いっぱいもつのか？

不安になって来た。

F1地下での核爆発による地震。

AKIRA @AKIRA23150220 · 7分7分前 
AKIRAさんがリツイートしました tenki.jp地震情報
震源は明らかにF1の地下だ。
再臨界による核爆発が繰り返し起こっていると考えるのが妥当だ。

特務機関NERV @UN_NERV · 27 分27 分前 
【川内原発１号機 発送電を開始】（続き）
九州電力は、10日ほど後に原子炉の出力100%のフル稼働にしたあと、設備全体の機能
を確認する総合的な検査を受け、問題がなければ来月上旬に営業運転に入る計画です

。

（2015年8月14日 9:04 NHK）

amaちゃんだ @tokaiamada · 27 分27 分前 
創価学会に渦巻く「安保ＮＯ」　署名・デモ…公明は苦心
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150814-00000010-asahi-pol …

bit.ly≎/WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
#2015年8月14日@TEPCO_Nuclear朝のF1④
午前7時前。激しく揺れる瞬間やプルーム生成
3号機周辺から吹き出るモノで緑に煙る空。
短時間だが録画もしておいた。風向き注意。

http://www.henkan-muryo.com/file-convert/result/20150814tepconuclear.mp4 … 

HIRO 89@Geigers · 3 時間3 時間前 
フクイチ、震度４も揺れたんだ。最悪だ。

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 
6時30分現在、福島県・新潟県・群馬県の県境付近で落雷が観測されています。
東京電力雨量・雷観測情報

http://thunder.tepco.co.jp/ 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150814-00000010-asahi-pol
http://www.henkan-muryo.com/file-convert/result/20150814tepconuclear.mp4
http://thunder.tepco.co.jp/
https://twitter.com/rescuenow_net/status/631942127379857408/photo/1


https://twitter.com/rescuenow_net/status/631942127379857408/photo/1

kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
ストロンチウムが体内に取り込まれてイットリウムに変換する時に脳神経を破壊する

。

首都圏の殆んどの人が脳神経をやられ危機察知機能が麻痺している

https://twitter.com/k2cyan/status/620603933954719744 …

amaちゃんださんがリツイート 
マーちゃん @konoyooikiru · 4時間4時間前 
古細菌の感染症「世界初」　脳脊髄炎で認知症状

http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015081301001703.html …
古細菌は火口や海底など特殊な環境に存在、

これまで医学では触れられることがほとんどなかった。原因不明の慢性の病気や感染

症の原因解明につながる可能性がある」と話した。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
天津の爆発事故の影響は？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/161382885.html …
斜陽社会では、事故が激増するということ

とりわけ、巨大深刻事故が

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
飛ぶ鳥を落とす勢いのある社会では、みんなやる気に満ちていて、事故もトラブルも

起きにくい

ところが、ひとたび斜陽になると、みんながやる気を失って、集中力を欠き、次々に

事故が起きるようになる

凋落を始めた中国で、本当に恐ろしいのは原発事故である！

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 
大量の硝酸化合物だとしたら、14日の日本は熱中症起こりやすかったりして。
風向きが悪い。

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
気象衛星ひまわり8号に爆発の煙。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/631915114266955776/photo/1

https://twitter.com/k2cyan/status/620603933954719744
http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015081301001703.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/161382885.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/631915114266955776/photo/1


amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
福島県内「帰省ラッシュ」続く　常磐道では12キロの渋滞
http://www.minyu-net.com/news/news/0813/news16.html …
毎時6マイクロシーベルトの渋滞
この地点に住めば年53ミリの被曝
妊娠3ヶ月の主婦が渋滞にいれば、胎児はただではすまないと思う

bit.ly≎/WotNukesさんがリツイート 
8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5時間5時間前 
緑のガス、メラメラ陽炎、揺れ、放射線ノイズ、ウラン地獄の釜。

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/631902031918313473/photo/1
“@ST0NES: つづき。2015年8月14日0時〜3時
http://www.youtube.com/watch?v=hjplp4Pyaek …
ガンガン揺れまくっとる。地下で沸騰中‥いや、またカラ炊きに近い？ 

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
7/5の夏の夜に降る白い塊！！トリチウム雹じゃなかったら何なんだ？
https://twitter.com/WadjetOsaka/status/617357398940909568/photo/1
“@WadjetOsaka: 福島第一原発になんか白い塊がいっぱい降ってきてるけども？なん
やろ？トリチウム雹かな？ ”

8月14日？ AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
4価ウラン=緑色 酸化→6価ウラン=黄色
黄緑色の粉も黄色い粉も緑のガスも、ウランで説明できる

@meso92754976
３号機爆発翌日朝に降った黄緑色の降下物

今思えば花粉にしては早すぎ

あれが放射性物質だったんだなと確信している 

bit.ly≎/WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
bit.ly≎/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly≎/WotNukes
「あれ？今なにしようとしんだっけ？」

「おい、なにボーっとしてんだ？どうしたの？」

職場や街角で、そういう声を耳にする場所に来るよ。

なにが？死神じゃねぇよ。

内部被曝の #累積 の限界だよ。
で、そこに居ると自分も危ないわけ。既に。

http://www.minyu-net.com/news/news/0813/news16.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/631902031918313473/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=hjplp4Pyaek
https://twitter.com/WadjetOsaka/status/617357398940909568/photo/1


bit.ly≎/WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
bit.ly≎/WotNukesさんがリツイートしました bit.ly≎/WotNukes
このトリプル汚染の結果が出るのは年末年始。

http://twitter.com/ST0NES/status/631846446178828289 …
その前に今50代のヒトがバタバタいってる傾向になってきてる。
人口密集地で。

と、今こう書いて‥たぶん来月〜秋には

40代、30代後半が目立ってくるよ。
「え？昨日は元気だったのに？」って。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 9時間9時間前 
外出していたけど、N 95マスクしていて良かった〜爆発事故があった中国からの微粒
子は、ヤバいらしいです。

bit.ly≎/WotNukesさんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 13時間13時間前 
AKIRAさんがリツイートしました bit.ly≎/WotNukes
緑色に見えるのは再臨界によって放出されるキセノンが水蒸気に含まれているからだ

ろう。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
黒卵（コクラン） @kokuran73 · 16時間16時間前 
PM2.5分布予測 - 日本気象協会 tenki.jp @tenkijp http://www.tenki.jp/particulate_matter/
…
天津って、北京の東か。緯度的には、東北地方辺りだけど、

PM２．５的には風向きが九州⇒四国⇒中部⇒関東と向かうっぽい。
NHKは報道せず。

8月14日？ AKIRA 2024さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 8月9日 
マッツさんがリツイートしました 原発はいますぐ廃止せよ
線量計では、トリチウムを計れません。

https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM

http://twitter.com/ST0NES/status/631846446178828289
http://www.tenki.jp/particulate_matter/
https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM


#東電に入ろう （倒電に廃炉）

https://www.youtube.com/watch?v=UDuP_X6RWr4
ブルーハーツ　反原発ソング　チェルノブイリ　Chernobyl subtitles/lyrics 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
みんな驚くかも知れないが、戦後の日本人を勇気づけたトップアスリートや芸能人の

大半が元々、朝鮮から来た人たちだった

名前を挙げれば腰を抜かすような有名人

反朝鮮なんていうと戦後史の半分が消えてしまうのだ

戦後芸能史から美空ひばりや都はるみが消えたなら、どうなるか考えてごらん

https://www.youtube.com/watch?v=yM7BeCZFKpU
THE BLUE HEARTS メドレー【23曲 Non-Stop】 

霧樹りすの母方の御先祖様は

「豊臣秀吉に拉致られた」両班（リャンバン）でしたが、なにか…？

ｗ（＾へ＾）ｗ

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
逮捕者が他人の犯罪を告白すれば自分の罪を軽減できるという制度が導入された

これで予想されるのが、日本国民全員が、恐ろしい自白冤罪の恐怖にさらされるとい

うこと

気に入らないヤツの罪を報告するだけで、自分の罪が軽くなるのだ

これほど恐ろしい法律はない

気が狂ったかというしかない

amaちゃんださんがリツイート 
yasuyukioda @yambu88 · 8月12日 
西鉄バス車内、自衛官、自衛隊員募集のチラシで埋まる。

https://twitter.com/yambu88/status/631289442574032896/photo/1
今度の法案が決まれば、自衛隊員が辞めていく可能性を見越しての手段にでたんやろ

うな

https://www.youtube.com/watch?v=UDuP_X6RWr4
https://www.youtube.com/watch?v=yM7BeCZFKpU
https://twitter.com/yambu88/status/631289442574032896/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=mOwvbjEge_I
NONFIX【放送禁止歌】　高田渡「自衛隊に入ろう」 

https://www.youtube.com/watch?v=ou7ptBmrKn4
Soul Flower Union / 自衛隊に入ろう (高田渡Cover)
 

https://www.youtube.com/watch?v=mOwvbjEge_I
https://www.youtube.com/watch?v=ou7ptBmrKn4


（８月⒕日）　笑い事でなく異常に体力落ちてます。(∋_∈)　カラダが「命の危機」
と感じるレベルの、重篤な疲労感です。

http://85358.diarynote.jp/201508141807276149/

あほゾウリ大臣がなにか大痴呆なことをカマシている頃かな？(-
_-#)

2015年8月14日 日常 コメント (2)

携帯電話の自動変換で

(‾▽‾;)やわさ
アヤワタと出ました、

18時04分です。

ば会見をリアルタイムで観る悪趣味はないので、怪しく盛り上がる南西海上のベクレ入道雲を見

上げつつ、パンク自転車を引きずって帰宅してから、

誰かのツイで読みますわ〜…

https://www.youtube.com/watch?v=BwGv4_UsDrA
Diana Ross & Boy George Upside Down
 
 

http://85358.diarynote.jp/201508141807276149/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201508141807276149/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150814/85358_201508141807276149_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150814/85358_201508141807276149_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150814/85358_201508141807276149_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BwGv4_UsDrA


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月15日3:37
結局、

ベストコンディションなら片道２時間ですむはずの距離を、

リサイクルショップ３軒と

自転車屋さん３軒と、（予算とモノが合わず買わずに終わる）

ついでに蕎麦屋とブクオフと

スーパーをハシゴして、

往復６時間の徒歩と源泉入浴４時間？で、

帰宅した瞬間、着替えどころかトイレにも行かず気絶。

┐(’〜`；)┌

６時間爆睡してました…

σ(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月15日3:41
笑い事でなく異常に体力落ちてます。(∋_∈)

以前ならこの程度で筋肉痛なんて考えられなかった。

(・_・;)

カラダが「命の危機」と感じるレベルの、重篤な疲労感です。

…日常的な運動量は
昨年と大差なかったはず…

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


ヽ（・＿・；）ノ

やはり今年６月以降の、

被曝が原因でしょうか…

(ToT)
 



（８月15日）　歩きま〜す…！（＾＾；）！

http://85358.diarynote.jp/201508150813316567/

「それをおかしいと思うなら、変えるんだ」。

2015年8月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=s2zkWiXZFMo
Best Marches (22/50) American War of Independence & Texas War of Independence 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
このSPRINTARSという大気汚染粒子予測（動画）を参考にするのはやめたほうがいい
。これは、中国からの汚染が日本の工業地帯に降ってくるといわんばかり。風向きと

関係ない場合もある。意味がわからない。

http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp/forecastj.html

おはようございます。

０７：１４です。

札幌の気温２２℃。

http://85358.diarynote.jp/201508150813316567/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150815/85358_201508150813316567_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150815/85358_201508150813316567_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150815/85358_201508150813316567_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=s2zkWiXZFMo
http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp/forecastj.html


昨日の昼頃にみた予報だと降水確率１０％だったのに、

今朝起きたらしっかり本降りで、降水確率５０％…？

午後からは晴れるようですが、バス通勤、どうしましょう…？

んで。

あほゾウリは、何がやりたいんだか、ちっともわかりませんね…
ていうか、昨日で辞任を発表しやがるかと期待していたのに、まだ居座るようですから…

遠からぬ、「在職中の被曝死」が、確定しましたね…ｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=uNpyia78Wlg
Culture Club (Boy George) - The war Song 1984 

世界中でＭ５地震が乱発中…★
（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=bW7Pssl61FQ
WARCRY Videoclip "Huelo el miedo" del álbum "Inmortal" 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5 時間5 時間前 
8/15 02:30過ぎ terra p+の警報鳴って起きた 0.30
今は0.13で安定
伊方？天津？フクイチ？全く嫌になる

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
ウランとその娘核種のビスマス214の内部被曝が眠り病の原因か？
(ズクなしブログ)
ウラン238、娘核種が崩壊してできたビスマス214の大気中濃度はなお上昇傾向。発症
者はさらに増えるだろう。

CTBT高崎放射性核種観測結果 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/632235442667032577/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 7時間7時間前 
ＪＲ東海が食べて応援をやるぐらいだから他の鉄道会社やバス会社も似たり寄ったり

の可能性が高い。

https://www.youtube.com/watch?v=uNpyia78Wlg
https://www.youtube.com/watch?v=bW7Pssl61FQ
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/632235442667032577/photo/1


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
秒読み段階？http://twitter.com/ST0NES/status/595439874313834496 …
何が？それだよ。#福島第一原発で爆発の危険性
http://twitter.com/ST0NES/status/628079825140387841 …
その兆候だろ。http://twitter.com/ST0NES/status/632188350175166464 …
学者連中はなぜ黙ってる？

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 
@WadjetOsaka 確かにボケ東電。気になるのはここです。
「遅くても、2016年には爆発の兆候がわかるはずです…
」http://twitter.com/beebeedj13/status/593142486249275392 …
速まってる？RT 盆休みでのんびり無人機操作してるアホが休んでるところからも、時
間稼ぎが目的な様子が伺えます。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
濃霧注意報　2015-08-15 00:08
濃霧警報　8/14/23:25
何ヶ月もずっとこの調子です。

人体にはえるカビとは、すなわち病気。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 8時間8時間前 
実は、つくば市にはトチノキを半円状に植えている公園がある。

そして、その公園の線量を僕は測っていた。

2015年、その公園のトチノキがほぼ全滅しかかっている。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
kumi @kumiusa0211 · 8時間8時間前 
kumiさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
建屋の揺れってなんなのでしょう。やな感じですね。 

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

http://twitter.com/ST0NES/status/595439874313834496
http://twitter.com/ST0NES/status/628079825140387841
http://twitter.com/ST0NES/status/632188350175166464
http://twitter.com/beebeedj13/status/593142486249275392


今年4月5日〜14日にかけて確認できた現象と似てます。
http://twitter.com/ST0NES/status/587844109911490562 …
http://twitter.com/ST0NES/status/588053147626647552 …
http://twitter.com/ST0NES/status/587851868316925952 …
簡単にいうと沸騰したヤカンの注ぎ口から蒸気が飛び出す感じです。@WadjetOsaka

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
#2015年8月14日@TEPCO_Nuclear
朝からずっとオカシナ状態のF1
http://twitter.com/ST0NES/status/632183983627829248 …
夜8時前も建屋の揺れが激しく続いて
http://www.youtube.com/watch?v=8zGkTw0srjE&t=1m13s …
また変なモノでてるね。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
.@WadjetOsaka 今までは4号機側のカメラに比べて1号機側のカメラで建屋が揺れたり
画像の乱れは少なかったんです。7月下旬からでしょうか。それほど地下の核燃料の暴
走が激しくなっている‥RT 地下はガミラス星みたいに煮えたぎってるんかもね・・
・怖||´·д·)ｺﾜｨｮｫ·ﾟ

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
世界中が この報道に踊らされてる間に@UN；@CIA；@IMFnews
どっかで大規模な空爆でもやってるんじゃないのか？

RT @RT_com #Tianjin (aerial view)
http://twitter.com/ST0NES/status/632127031937925120 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
mmbread @mmbread · 10 時間10 時間前 
そして残念なことに、甲府市で配られる有機肥料とやらは下水汚泥からできているこ

とが判明。

だから身体の反応が出る道の駅の作物があるのかと納得＆涙目。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
.@akira_pt4ever @snoopymaygon 8月8日の韓国の原発事故のタイミングのよさに気を
とられましたが、Jumpさんの伊方？の直感が有力候補だとおもいます。

http://twitter.com/ST0NES/status/587844109911490562
http://twitter.com/ST0NES/status/588053147626647552
http://twitter.com/ST0NES/status/587851868316925952
http://twitter.com/ST0NES/status/632183983627829248
http://www.youtube.com/watch?v=8zGkTw0srjE&t=1m13s
http://twitter.com/ST0NES/status/632127031937925120


http://twitter.com/ST0NES/status/631066018471788544 …
つまり我われが川内原発で騒いでる間には、次の再稼働準備‥

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
@ST0NES @snoopymaygon 伊方怪しい 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/632128249036828673/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ゆき（CFSにて冬眠中） @yuki_cfs · 13時間13時間前 
大気不安定で突然の雷雨。

朝からの体調不良はこのせいか…
頭痛、吐き気、体の痛み、とにかく頭がぐるぐるするような感じで、気が狂いそう(
ノ_・。)
そいて動けない……。
#慢性疲労症候群 #CFS #異常気象

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【戦後７０年談話 お詫び明記し歴代の立場継承表明】
政府は、臨時閣議を開いて、戦後70年にあたっての総理大臣談話を決定し、安倍総理
大臣が記者会見で発表しました。

http://nerv.link/e4m7LC

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 · 14 時間14 時間前 
〔関東地方 局地的に激しい雷雨〕14日午後から関東地方に局地的に激しい雷雨。埼
玉県・群馬県・栃木県・茨城県を中心に広く落雷が観測されています。 
https://twitter.com/rsq_weather/status/632115206894694400/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 18時間18時間前 
〔地震〕北海道十勝地方中部で震度4、津波の心配なし
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150814-00000005-rescuenow-soci …
発生日時：8月14日13:43頃
震源地　：十勝地方中部(北緯42.8度、東経143.2度)
震源の深さ：約80km
地震の規模：M5.1(推定)

http://twitter.com/ST0NES/status/631066018471788544
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/632128249036828673/photo/1
http://nerv.link/e4m7LC
https://twitter.com/rsq_weather/status/632115206894694400/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150814-00000005-rescuenow-soci


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 16時間16時間前 
今現在が日本の存立危機…。。
"@kerubim005
8月13日の夕方〜夜。
こちらも異常事態。

本日も閃光(TДT)。
https://youtu.be/glnntYpkpxw 
https://youtu.be/hyjxRwkUYJ4 "

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 17時間17時間前 
茅ヶ崎でもサメ出没 遊泳禁止 - Y!ニュース (2015年8月14日(金)掲載)
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6170672 #神奈川県
▶�余程、濃厚な放射性物質が出ているのだろう。フクイチからの汚染水海洋投棄と海
霧でね。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 19時間19時間前 
@ST0NES 　全国に、間違いなく何かが来てる！2015/8/9 0:00頃下呂市0.089μSv/h↑ 
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/632036018925928448/photo/1

杉葉山 Sugihayama @Sugihayama · 19時間19時間前 
エコママ様より 川内玄海伊方 加圧水型原発のトリチウム放出がフクイチより多い件
「〜2011 年まで伊方が海水放出 したトリチウム量568 兆bq 年平均 57 兆bq。
福島原発から放出トリチウム(27 ヶ月で約 40 兆bq)の倍
http://www.hiroshima-net.org/yui/pdf/20150627.pdf …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 19時間19時間前 
@ST0NES 2015/8/12 16時頃北海道0.058μSv/h↑ 
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/632037066461736960/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
tsuto @karrento · 20時間20時間前 
自転車を乗っている人に、呼吸器や甲状腺の疾患を多く聞きます。吸気から吸い込む

可能性が高くなることは、容易に想像ができます。

https://youtu.be/glnntYpkpxw
https://youtu.be/hyjxRwkUYJ4
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6170672
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/632036018925928448/photo/1
http://www.hiroshima-net.org/yui/pdf/20150627.pdf
https://twitter.com/hiro_osaka2004/status/632037066461736960/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/346686c6ce624df14b96a7a1690c76a5


http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/346686c6ce624df14b96a7a1690c76a5 …

https://www.youtube.com/watch?v=7c9gXyT6KT0
映画 『孫文-100年先を見た男-』 予告編 9月5日公開

（※去年のだよ。）（＾＾；）

（おもしろかった！）

https://www.youtube.com/watch?v=H8P4upXnsCM
25 Things About The Revolutionary War You Might Not Know 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 14時間14時間前 
貨物船に積まれた武器爆発が、天津爆発の原因だ。

IMFを揺さぶる中国を牽制しようとのユダヤ国際金融資本の犯行との見方がある。　
http://were-warned.beforeitsnews.com/politics/2015/08/chinese-ammo-ship-blows-in-
port-china-you-were-warned-2734116.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Cozetz @Cozetz · 7月7日 
さすが薩摩隼人。再稼働を容認されるという事は、是即ち核燃料の廃棄物の最終処分

も請け負っていただけるという理解でよろしい訳ですね。まさか原発の落とす大枚だ

けはもらっておいてリスクは知らぬ存ぜぬとは九州男児が言わないでしょうから。#薩
摩川内市

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ULTRA SOUL @ultra_soul_730 · 21時間21時間前 
川内原発再稼働の真犯人：明治安田生命や日本生命の保険etc　原発止めたい人は資金
引き上げをその際、川内原発再稼働反対なので資金引き上げると明言することです。

川内原発再稼働反対を理由に続々と保険を解約した場合会社は考えざるを得ないはず

ですhttp://ln.is/ameblo.jp/souldenigh/3n2Ns …

https://www.youtube.com/watch?v=Y755G-Kba-Q
山下達郎 THE WAR SONG

https://www.youtube.com/watch?v=7c9gXyT6KT0
https://www.youtube.com/watch?v=H8P4upXnsCM
http://were-warned.beforeitsnews.com/politics/2015/08/chinese-ammo-ship-blows-in-port-china-you-were-warned-2734116.html
http://ln.is/ameblo.jp/souldenigh/3n2Ns
https://www.youtube.com/watch?v=Y755G-Kba-Q


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7 時間7 時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
そんなこと云っても無理だよね？

http://twitter.com/ST0NES/status/632205440575606784 …
みんな棄てられないモノ多すぎて

まちがって構築されたピラミッドの底辺で踠く奴隷状態から外れて

支配を失うと路頭に迷っちゃうもんね。

その前に脳細胞やられて？

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E8%84%B3%E7%B4%B0%E8%83%9E&src=realtime=default&f=tweets
…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
誰もどうにもできない原発事故だから放置？見守るしかない？

http://twitter.com/ST0NES/status/631866950386192385 …
成るように成る？残りの時間それなりに楽しく生きる？

そうじゃないだろ。

どうしてオテアゲ状態になったのか責任の所在を徹底的に糾明して

人類の最善な道筋を立てる知恵と工夫を出せ！

https://www.youtube.com/watch?v=PiLpYTnh1V4
【7 Days War】album overdub mix -TMN- 

…このひとと、会って話してみたいなぁ…
https://twitter.com/ST0NES

https://www.youtube.com/watch?v=jTPD6cPym_M&spfreload=10
ソウル・フラワー・ユニオン 「平和に生きる権利」 

おまけ☆

https://www.youtube.com/watch?v=V0CAufDdudg
【GET WILD】techno overdub mix -TMN- 

http://twitter.com/ST0NES/status/632205440575606784
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E8%84%B3%E7%B4%B0%E8%83%9E&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/631866950386192385
https://www.youtube.com/watch?v=PiLpYTnh1V4
https://twitter.com/ST0NES
https://www.youtube.com/watch?v=jTPD6cPym_M&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=V0CAufDdudg


…晴れてきたので、（暑い！）

　歩きま〜す…！（＾＾；）！

（被曝に敗けてやるつもりなんか、ないッ！）

AKIRA 2024さんがリツイート 
francisco @sedzir · 3月13日 
時々、東京を走る電車の中で隣に立った人の身体にカバンの中のシンチレーション個

人線量計とガイガー測定器が反応してアラームを鳴らす事がある。見ると2μSv/hとか
。例えば除染のバイトに行って来た人がクリーニング前のジャケットを着てたりする

と起こるんだと思う。ホント、もうどうにも。。。

https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA
ジンタらムータ with リクルマイ - 平和に生きる権利
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA


（８月15日）　冷たいポテトサラダを「主食」に、ハマる美味しさ菜と卵の炒め。

http://85358.diarynote.jp/201508151002186810/

脱被曝！夏バテ防止！兼立ダイエット！

2015年8月15日 ダイエット コメント (1)
とにかくまず吸気被曝の少ない生活環境を確保する。

そして低汚染の野菜たっぷり。

米・麦・肉ぬき。(-.-;)

てことで、

冷たいポテトサラダを「主食」に、

ハマる美味しさ菜と卵の炒め。

o(^-^)o

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月15日10:18
到着３分前から再び入道雲が崩れ落ちてきて大粒の雨。(^_^;)

線量は低め。(^。^;)
 

http://85358.diarynote.jp/201508151002186810/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508151002186810/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150815/85358_201508151002186810_1.jpg
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（８月15日）　凡ミス続出。「未来の読み違い」多発。脳機能の劣化が把握できな
くなってる？

http://85358.diarynote.jp/201508151506113472/

好奇心、りすを弑す。(-.-;)
2015年8月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

あきらかに空気がおかしい。

(∋_∈)

呼吸器に痛みを発し、

頭がぼっとする。(∋_∈)

凡ミス続出。

変な入道雲。中国から？

喉痛い！（＞＜。）。。

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月15日15:19
昨夜ちゃんと買った昼飯を、

今朝カバンに入れ忘れるという

大失態。(ToT)

バイト最寄りはローソンしかなく、私ゃ山崎パンは不買してるのでドーナツでも買おうと思った

んですが…
(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/201508151506113472/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201508151506113472/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150815/85358_201508151506113472_1.jpg
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あまりに凄いので買ってしまいましたｗ

ベクレは少ないようです…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月15日15:25
ヘンなもの見ると、

つい買っちゃうんだよなぁ…
σ(^◇^;)。。。

オススメしません。ゼッタイ。

（ショウガとウコン入りで、

被曝対応薬にはなる。）

(‾ー+‾)g
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508152037552618/

だからダイエット中なんです。ってば…
2015年8月15日 ダイエット コメント (4)
 
あれ？(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201508152037552618/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508152037552618/


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月15日20:40
この調子ですが、４日で１kg！
ちゃんと減っていることは、

ご報告しておきましょう…♪

(‾ー+‾)ニヤリ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月15日21:02
春雨はイマサン。(-"-;)
モヤシは旨かった…
けど、キャベツは道産じゃないよな…？(-.-;)

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8月15日22:45
外食中に降りだしていた想定外の小雨に、すぐに止むだろうとタカをくくって歩きだし、全身

みしょ濡れになって帰投。

(∋_∈)

寝ます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月15日22:48
脳機能の劣化が完全に

把握できなくなってる？

(・_・;)

自覚ないままに凡ミスや

「未来の読み違い」が多発。

これ以上は明日にします。

…コワイ仮説に辿り着いてる…

(ToT)
 

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


（８月16日）　ぃや、過去世のどこかで一応「医学博士」の肩書を持ってた…　自力
整体（コリほぐし）と自己流気孔と、栄養療法で自力修復するわ〜…☆

http://85358.diarynote.jp/201508160748024055/

「認めたくないものだな。自分自身の…」…（〜〜；）…

2015年8月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

「腹腔内 深部リンパ叢 ガン多発なうな疑い。」など…

…（－－；）…

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) 

sakai meg @sakai_meg · 8月2日 
周囲でも内部被曝の症状が出てきている

http://prepper.blog.fc2.com/blog-entry-138.html …
現在は、疲労感が続いているだけで、ほぼ3.11の前の状態に戻りました。
やはり、頭痛、めまい、鼻血、耳鳴りなどより、なんといっても両足のむくみには驚

かされました。

http://85358.diarynote.jp/201508160748024055/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508160748024055/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150816/85358_201508160748024055_1.jpg
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150816/85358_201508160748024055_3.jpg
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http://prepper.blog.fc2.com/blog-entry-138.html


猛烈汚染内部被曝放射性廃棄物たかの台食堂 @pikapikapikap10 · 5月29日 
被曝症状の国民的最新動向を歪んだ修飾でおつたえする 
犬HK「だましてガッテン！」の次回は「むくみ」だそうです。 
水腫になったらまず心機能の異常を疑うべきでしょうが・・・

http://www9.nhk.or.jp/gatten/schedule/ …

…さて。（＾＾；）

おはようございます。０７：１２です。

札幌は２１℃。窓を開けると寒い（＾＾；）くらいです。…でしたが…、

雲がきれて、陽射しが…

今日も暑くなりそうです…（＾＾；）…バイトは中番。
ゆうべ何もせずにダウンしてしまったので、髪だけは洗って出ないとね…

で、もう、時間がありませんね…☆

パイプの煙(反原発＝新アカウント復活) @pipenokemuri2 · 6月18日 
パイプの煙(反原発＝新アカウント復活)さんがリツイートしました 
ＮＨＫオンデためしてガッテン「脚のむくみがサイン！潜むホルモンの大乱調」一言

も福島原発爆発で飛散した「ヨウ素甲状腺被曝によるホルモン異常」に触れずスルー

！https://twitter.com/pipenokemuri2/status/610633681099567104 …　最近の「ためし
てガッテン」って視聴者の意識操作を目的番組との様が顕著に！

医学はわりと専門外で、

「未来（転生前）社会の一般教養」程度の知識しかないのですが。（＾＾；）

上半身と、足首から先はまったくむくんでないのに、へその位置から足首にかけてのムクレっぷ

りだけが異様。

||||（＠＠；）||||

いくら歩いてみても、滝汗かいても、この部分だけ、まったく水分量が減らない…

http://www9.nhk.or.jp/gatten/schedule/
https://twitter.com/pipenokemuri2/status/610633681099567104


（むしろ増える！）

で、膝裏や鼠蹊部のリンパは、触ってみても全く異常ナシ。

…ってことで、疑わしいのは…、

両下肢から上がってくるリンパ液が、

腹腔内の深部リンパ管叢を通過できずに、滞留し、逆流している…

リンパ叢が、多発ガンで、ぼこぼこ？

（それとも、「トリチウム目詰まり」…？）

kakaa @kakaa30791135 · 4月14日 
RT@neko_aii @lionjapan 被曝は突然死だったら良いが、ほとんどは苦しんで死ぬら
しい。

まずは、精神が異常になり、喉が変、下痢、頭痛、失明、癌、白血球と血小板の減少

まったくやる気無し、顔が浮腫、茶色いアザ、血豆、鼻血、インポ、卵巣異常

いろんなとこから出血"

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

「現代地球」の貧民向け一般外科医学レベルでは、

「治せません」と言われて終わるだけの状況なのは間違いないので…。

（＾＾；）

じ、自力整体（コリほぐし）と自己流気孔と、栄養療法で自力修復するわ〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=KRRgHHSUucs
紅蓮の弓矢 FULL MAD 

https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
https://www.youtube.com/watch?v=KRRgHHSUucs


tear(´・J・`)(∵*)TV2XQ @KARAS8626_TV2XQ · 7月6日 
@ricone777 ⑤実際、震災以降、思い当たる様々な身体の不調があり、私自身も初期被
曝症状のカナリヤ状態だと思います。この４年の恐ろしい程の足の浮腫は重曹水を飲

んでピタリと治まりました。

…コピペ面倒だから、各自で読んで…☆
https://twitter.com/search?
q=%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%80%80%E8%A2%AB%E6%9B%9D&src=typd
「被曝　むくみ」

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
ハッキリ気づいたのは1年前。
http://twitter.com/ST0NES/status/495518044450328576 …
http://twitter.com/ST0NES/status/494057740575072256 …
で、このところガクンガクン揺れてるのはF1:2号機と3号機の下か？
http://www.youtube.com/watch?v=WcPJWm8lhSc&t=2m11s …
http://www.youtube.com/watch?v=b5uFg3vIYHY …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AMTTKＵZ @ruminako1952 · 7時間7時間前 
@ST0NES @TEPCO_Nucleaこれ程迄と
はhttp://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289 …［ヤフー福一地震履歴
］これ見てゾッとしました連日連夜M4クラスの核爆発(・＿・;・・．．．
終わったかも、

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
これなんてヤバイのなんのって、昨日のF1。
2015.08.14.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=JphDHwbwNSE&t=1m7s …
16時すぎに建屋が連続で揺れて
まもなくモウモウと立ち篭める黒いガス。#汚染濃霧
黒い海霧？

http://twitter.com/ST0NES/status/631504976569761794 …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 

https://twitter.com/search?q=%E3%82%80%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%80%80%E8%A2%AB%E6%9B%9D&src=typd
http://twitter.com/ST0NES/status/495518044450328576
http://twitter.com/ST0NES/status/494057740575072256
http://www.youtube.com/watch?v=WcPJWm8lhSc&t=2m11s
http://www.youtube.com/watch?v=b5uFg3vIYHY
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289
http://www.youtube.com/watch?v=JphDHwbwNSE&t=1m7s
http://twitter.com/ST0NES/status/631504976569761794


*** 国民の生活が第一 *** @cats_mam · 13時間13時間前 
★★★★★‼@ST0NES:
その付近で、原発。動かしてるんだよね

https://twitter.com/ST0NES/status/509200124799483905/photo/1
@Kantei_Saigai【噴火情報】8月15日10:15
鹿児島県の桜島に噴火警報（噴火警報レベル4、避難準備）が発表…
住民の皆様は、地元自治体等の指示に従い…

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] 太陽風は低速ですが、今後、変化が到来するかもしれません。 http://swnews.jp
#swnews

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 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
このままでいいのか？

http://twitter.com/ST0NES/status/632574659360260097 …
今のスリリングな状態はシューガない？

自分が生きているうち、これ以上の大事に至らないなら

気にしても仕方ない？ケセラセラ？

http://twitter.com/ST0NES/status/632205440575606784 …
人間て未来に対して、そんな無責任な生き物？

…とりあえず、アホなので、歌いながら？豊平河畔を歩きますわ…☆

…（－－；）…

 
 
 

コメント

https://twitter.com/ST0NES/status/509200124799483905/photo/1
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=rMICia3W3WA
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月16日7:48
０５２

１１９０．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日6:36
＞医学はわりと専門外で、

＞「未来（転生前）社会の一般教養」程度の知識しかないのですが。（＾＾；）

…「えっ？」というツッコミが入りましたが。
（＾＾；）

ぃや、過去世のどこかで一応「医学博士」の肩書を持ってたことは覚えてるよ…
古代ケルト文化圏のなかで、伝染病治療とかやってたことも。

（＾＾；）

でも、具体的な知識の大半は、（今生のアタマの中には）残ってないの！

ｗ（＾＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日6:43
訂正（＾＾；）

ｘ　気孔、

Ｏ　気功。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日15:36
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月14日 
名無し：08/14 08:43
　

もはや悪性リンパ腫とか白血病はニッポンの国民病ですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150814-00000001-kyt-l26 …

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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木田安彦氏死去 三十三間堂など題材に版画
悪性リンパ腫のため京都市内の病院で死去。７１歳

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日16:59

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 17時間17時間前
　 
【トリチウムがごく低濃度でもリンパ球に染色体異常〔放医研1974見解〕】
　

（重水化した）液体状〔水の形〕のトリチウムは

気体状〔水素の形〕のトリチウムの約1万倍、生物学的危険性が高まる
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/35f003abcbbc42a3219ebf9e05e347f3 …

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


（８月16日）　昼飯はフツウに？ゆうべ半額で買ったコロッケとメンチカツ。

http://85358.diarynote.jp/201508161007417492/

対ガンの家事。…（違っ
2015年8月16日 ダイエット コメント (4)
　

火事でも家事でもなくて、

【加治祈祷】。b(^_^;)

前項参照。(^_^;)

脱被曝と夏バテ予防に、

癌化（ミスコピー化）細胞対策まで加わってしまったので、

(^_^;)

やむなく【制ガン対策本部】を設置（？）。(^。^;)

出る前に昨夜スーパーで半額で買った網走産の低汚染なチキンカツをがっつり喰ったので、

半田屋前は素通り。（＾＾；）

今朝の「２度目の朝食」（ホビット式ｗ）はコレです…ｗ
 

http://85358.diarynote.jp/201508161007417492/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508161007417492/


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月16日15:01
昼飯はフツウに？ゆうべ半額で買ったコロッケとメンチカツ。

(^_^;)
朝の残りの有機ジュースと、

きのうの残りのウコン入りで味が凄いポテチ。(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月16日15:02
降水確率１０％だったのに、

０.０４７μの通り魔雨。

(∋_∈)

空気が変。(T_T)

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


みんな空咳してる…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日15:01

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_ · 8月15日 
　

カゴメの話題http://matome.naver.jp/odai/2142366809870663501 …
カゴメ那須工場では､トマトジュースの生産が最盛期を迎えているそうです。写真は同社が那須工

場で生産する「ふくしま産トマトジュース」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日15:03
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前  
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました ぷちぽち
名無し：06/23 23:36
　

関東

https://twitter.com/pu_pochi/status/612999245726003200 …
左肩の肩こりに悩まされた同僚の知り合いが急性心筋梗塞で亡くなったという話を聞いて、私も

自分の左肩のこりに不安を感じてる

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508162116482611/

サッポロに居られて良かった。o(^-^)o
2015年8月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

まだしばらくはもつだろう…
たぶん。(^_^;)
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月16日22:09
このあと久しぶりに０.０３２μまで下がってくれて、

もう天国。！(^。^;)！

ゆるむ〜♪ なごむ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月16日23:47
先ほど無事帰投。23:45。
歯だけ磨いたら寝ますぅ…
(ρ.-)ネムイ
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（８月17日）　気づかせてくれてありがとう、エル様々！(^。^;)！　狼さんが獲物（
新しい自転車）の気配が西にあると言ってるので、西方面に買い出しに行ってきます…

http://85358.diarynote.jp/201508170710297001/

8月17日の日記
2015年8月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

おはようございます。

和間和な、と自動変換さるました、07時05分でした。

札幌は快晴！o(^-^)o
空気はやや汚染…(-"-;)…

なぜか５連休！(^o^)／
（申請したのは３連休だったのに勝手に増えてた）の初日。

やはり南風の汚染がハンパなく、目に染みて痛いです。

(ToT)

あと何日、いつまで、健康に、

生きてられるでしょうか…？

時間を有効活用します…

 
 
 

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8月17日11:30
　

おかげさまで腹部深層リンパ腺の目詰まり癌細胞？は改善されつつあります。

o(^-^)o

パンパンになってた全身の皮膚に、弛みができてきました。

(^。^;)

腔腹内圧が異様に高い（病的に腹水が滞留してる）のを、

ただ単なる食べ過ぎ夏型肥満と混同したままだったら、手遅れになるところだった…

ヽ（・＿・；）ノ

気づかせてくれてありがとう、エル様々！(^。^;)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月17日11:33
　

洗濯して三度寝？しました。

(^_^;)

天気は荒れ模様。

降水確率１０％の予報はアテになりませんが、

狼さんが獲物（新しい自転車）の気配が西にあると言ってるので、西方面に買い出しに行ってき

ます…

(^_^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日6:57
　

西に「あった」んだよ。まさにドンピシャリ！これが理想！ってぇ自転車…

http://85358.diarynote.jp/
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ｗ（＾＾；）ｗ

でもね…ホーマックの自転車屋さんの前にね…

ちょうど走って来て停まったね…

よそのオジサンの、「現在使用中」自転車だったのさ…☆

（思わず話しかけて、どこで買ったか聞いてみたけど、ずいぶん前なんで覚えてないって！ホ

ーマックじゃなかったって…！）

…（＾＾；）…

ね、ネットで通販で探すかな…☆★
 
 



（８月17日）　（挑戦は受ける！ｗ）　これで死なない癌細胞がいたらお目にかかり
たいｗ

http://85358.diarynote.jp/201508171507172589/

ここはどこ？私はだぁれ…？ｗ(^。^;)ｗ
2015年8月17日 グルメ コメント (9)
　

餃子の王将の、

札幌スープカレーラーメン♪

http://www.ohsho.co.jp/event/index.php?a=fair_detail&fair_id=380

o(^-^)o

旨かった♪

玉ねぎザクザク、

じゃがいもゴロリン♪

アスパラにパプリカ♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月17日15:27
　

ちなみに、きのうの夜食は、

すき家の夏野菜チキンカレー。

でした…ｗ σ(^◇^;)。。。

http://85358.diarynote.jp/201508171507172589/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201508171507172589/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150817/85358_201508171507172589_1.jpg
http://www.ohsho.co.jp/event/index.php?a=fair_detail&fair_id=380
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8月17日20:02
 
無事故で帰投。

へろへろです。(^_^;)
自転車は買えませんでしたが、

漫画を６冊も仕入れて来たので、

今日はもうパソコン見ません。

(^。^;)

世界なんか私が知らない間に、

勝手に滅びてしまえばい〜のよ〜…☆

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月17日20:56
毎度おなじみ、肺の奥から、

癌細胞と闘って死んで腐った

白血球の臭い。(∋_∈)
が、しますよ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月17日21:06
ミックス野菜ジュースを

半日で２リットル飲んで

炎天下を大汗かきながら

速足で歩いて血行促進して

とどめの野菜カレー。o(^-^)o

これで死なない癌細胞がいたらお目にかかりたいｗ

（挑戦は受ける！ｗ）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日4:57
おはようございます。

ワタナサ05時43分。
雨です。

本降りです。…(-.-;)…

ぃえ、天気予報通りなんで。

(^_^;)

昨日これ見てたから、

あえて意図的に２日分歩いた。

てのもあるんですよね…
(^。^;)

今日はもう、

部屋から一歩も出ません！

(‾ー+‾)ニヤリ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日14:17
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8月16日 
『ベラルーシで現実をみた医師の考察』 
http://www.twitlonger.com/show/c7a1fg より
事態は深刻です

β線を検出できることは、非常に重要なのです

徐々にでも摂取していけば、約10ヶ月で飽和する程度まで体内に蓄積します

Csだけでなはない何かを検出して、避けなければ危険

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年8月18日14:33

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 8月15日
　 
酒が強くなったと感じたら、中枢障害です。今後、食物での防衛をしなければ、皮質全体と、脳

幹の抑制が進みますので、突然死が増えると思います。高度汚染エリアでは、甲状腺機能低下が

始まっており(含む東京)、脳の抑制で、強い欝からブラブラ病への移行期も起き始めています。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日15:05
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前  
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 木尾ぽた
名無し：2015/06/21(日) 23:51 ID:XXXXXXXX
　

なまはげがいるところ

https://twitter.com/konno_pota/status/611809439226572800 …
ついに同室の人全員が悪性リンパ腫治療組に。やっぱり流行ってる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日15:07
ん〜と（＾＾；）

先ほど左首のコリをほぐしたら、胃の左側、膵臓と脾臓とのあいだのリンパ詰まりがグリリ…ッ
！と、一瞬の激痛と同時に開通しまして…！（＾＾）！

お小水がどんどん出初めてくれまして…
カラダ、軽くなりつつありま〜す…！
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（８月18日）　発狂して森に暮らすうちに予知能力や戦術を身に付けたと言われる人
物である。

http://85358.diarynote.jp/201508180719582592/

Walking with Merlyn ．
2015年8月18日 日常 コメント (1)

（前項コメント欄）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日4:57

おはようございます。

ワタナサ05時43分。
雨です。

本降りです。…(-.-;)…

ぃえ、天気予報通りなんで。

(^_^;)

昨日これ見てたから、

あえて意図的に２日分歩いた。
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てのもあるんですよね…
(^。^;)

今日はもう、

部屋から一歩も出ません！

(‾ー+‾)ニヤリ

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

（一昨日の分へのコメント欄）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日6:36

＞医学はわりと専門外で、

＞「未来（転生前）社会の一般教養」程度の知識しかないのですが。（＾＾；）

…「えっ？」というツッコミが入りましたが。
（＾＾；）

ぃや、過去世のどこかで一応「医学博士」の肩書を持ってたことは覚えてるよ…
古代ケルト文化圏のなかで、伝染病治療とかやってたことも。

（＾＾；）

でも、具体的な知識の大半は、（今生のアタマの中には）残ってないの！

ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=GlzPKeeA76Y
Relaxation Music: Wolf Lore & Walking with Merlyn 

あらためまして、おはようございます。

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://www.youtube.com/watch?v=GlzPKeeA76Y


０７：０７です。

５連休の２日目。外は雨。線量はじわじわ上昇中…？

…（＾へ＾；）…

札幌の外気温は１９℃。

そろそろ秋です。（＾＾；）

宇宙天気ニュース @swnews · 19 時間19 時間前 
[記事] 500km/秒台の高速太陽風が続いています。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 · 8月16日 
北海道：十勝岳

8月16日16時ごろから、噴煙が、やや多い。

蛇足な補足♪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3
マーリン

＞発狂して森に暮らすうちに予知能力や戦術を身に付けたと言われる人物である。

 
       
 

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9:22
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前
 
すっかり忘れていた。きょうが十和田湖噴火1100周年。
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（８月18日）　放射線でタイヤの劣化／自転車もパンクしやすい。

http://85358.diarynote.jp/201508180823335740/

神奈川の東芝の原子炉が動いてる／放射線でタ

イヤの劣化／自転車もパンクしやすい。

2015年8月18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=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
原子力発電所の事故って地球上で絶対に起してはならないことなんですよ。

実際に起したのに誰も裁かれず@TEPCO_Nuclear
なおも事故を起そうとしている、いや、起している。@meti_NIPPON
；@gensiryokukisei

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 2014年6月5日 
日本で原子力発電所の事故が起きましたよね？あれって絶対に起してならないことな

んですよ。しかも事故後スグに必ず周辺住民を何十㌔も遠くへ避難させるのは国際的

な常識。核爆発後は近くに誰も住めないし、周辺の物を絶対に移動してならない。そ

ういう基本を忘れてませんか？@meti_NIPPON

さて。【死魔根】圏がゴイスですね…★

終わってんな…、東＋西日本〜朝鮮半島〜中国！

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 分8 分前 
8月18日08時15分〜
阿蘇山（熊本県）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/633424569462710272/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 24 分24 分前 
.@jumpilikeyou リンクのツイートの内容がクリックしない限り見えないようにされて
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ます。隠される真実。RT
フクイチは地震で壊れた

フクイチの霧は放射性物質の噴霧器

海水も同成分

http://twitter.com/sakana20001/status/632388908131553280 … 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
ということは、桜島の危機は依然として続いているということだね。タイマーがいつ

にセットされたかわかんない時限爆弾。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
そうか。京大桜島と気象庁は知ってて黙っていたのか。

kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
川内玄海伊方 加圧水型原発のトリチウム放出がフクイチより多い件
〜2011 年まで伊方が海水放出 したトリチウム量568 兆bq 年平均 57 兆bq。
福島原発から放出トリチウム(27 ヶ月で約 40 兆bq)の倍
http: 
https://twitter.com/buick54aki/status/633375835223801857/photo/1

kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
ストロンチウムが体内に取り込まれてイットリウムに変換する時に脳神経を破壊する

。

首都圏の殆んどの人が脳神経をやられ危機察知機能が麻痺している

https://twitter.com/k2cyan/status/620603933954719744 …
https://twitter.com/buick54aki/status/633373353256992768/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
なんだか‥さっきから体調へんだよ。

すんげぇ、からだおもくなってきた。

そとは強風だしね。きたかもね。�。
風向き？

http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
220.67,37.20,1106 …
ああ、今これだもんね。島が見えない。ひさびさに集中攻撃。

どおりでね。 
https://twitter.com/ST0NES/status/633308962587185152/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ひぷき @hipukiasuuu · 8時間8時間前 
ひぷきさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
やっぱり漏れてる。。昨日はヨウ素注文しました。もしもの時はどこに逃げればいい

んだろう。屋内退避がいいのか？育ててるトマトは雨かぶっちゃったな。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今、すごいことが起こってるんだよね

①福島原発が４基も爆発し、こういう事故は人類史上初の事

②溶けた核燃料は「どこなのか不明で、水をかけて冷やしてるだけ。冷やせなくな

れば、大変な事になる。これも人類史上初の事

③さらにそんな状態なのに、原発を再稼働する。これも人類史上初の事

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 

http://twitter.com/sakana20001/status/632388908131553280
https://twitter.com/buick54aki/status/633375835223801857/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/620603933954719744
https://twitter.com/buick54aki/status/633373353256992768/photo/1
http://earth.nullschool.net/jp/?utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-220.67,37.20,1106
https://twitter.com/ST0NES/status/633308962587185152/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
東電福島原発からの風は、反時計回りの風で日本海側の広い範囲に。

添付は17日23時。しばらく続きます。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/633256526916882432/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 12時間12時間前 
池袋駅近く　車暴走事故　居眠りか意識喪失か「池袋駅前の地下駐車場を出てすぐに

衣料品店に突っ込んだ」とある。そんなにすぐに居眠りをするだろうか。意識を失っ

たということではないか。http://inventsolitude.sblo.jp/article/161695638.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ロカ @RossoJuiz · 13時間13時間前 
@ST0NES @TEPCO_Nuclear 確実に地下から崩壊して金属等と反応して既に手をつ
けられない これからが本当の原発事故の怖さを知る事になってしまいそう。#福島第一
原発事故

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
どうして光ったのか？

解説を戴きました。

http://twitter.com/RossoJuiz/status/633217534368419840 …
RT @hopi_domingo 光った?
https://twitter.com/ST0NES/status/633198452818579456/photo/1
8月17日13時ごろF1:4号機の周辺もオカシイ！爆発？
http://www.youtube.com/watch?v=eJg69IuPhjM …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
しかし多い。

http://twitter.com/search?q=-bot+-087+-W178+-
buick54aki+%E6%80%A5%E7%97%85%E4%BA%BA&src=realtime=default&f=tweets
…
猛暑がはじまる何ヶ月も前からの、#急病人 という情報にくわえて
http://twitter.com/ST0NES/status/633223266191052800 …
ここ数日は、#目の前でヒトが倒れる という具体的な状況がタイムラインへ流れてくる
。

他人ゴトでなくなってくる‥

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
8月17日18時9分
震源地（箱根：芦ノ湖付近：マグニチュード2.0　極浅い）震度１：箱根湯本。火山性
有感地震（気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150817181304395-171809.html …
）

火山ガス： 二酸化硫黄・20時：0.035ppm 通常の約８倍 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/633241769816100865/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
いやな予感がする。もうしばらくするとこのような閃光が

#東電の原発事故 周辺で
　バチバチと！

絶え間なく確認されるようになるんじゃないのか？@TEPCO_Nuclear
#中性子線花火 みたく？（☜おい、工作員！ツッコミどころだ）
https://twitter.com/ST0NES/status/633198452818579456/photo/1

https://twitter.com/cmk2wl/status/633256526916882432/photo/1
http://inventsolitude.sblo.jp/article/161695638.html
http://twitter.com/RossoJuiz/status/633217534368419840
https://twitter.com/ST0NES/status/633198452818579456/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=eJg69IuPhjM
http://twitter.com/search?q=-bot+-087+-W178+-buick54aki+%E6%80%A5%E7%97%85%E4%BA%BA&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/633223266191052800
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150817181304395-171809.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/633241769816100865/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/633198452818579456/photo/1


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
2015.08.17；@TEPCO_Nuclear 
http://www.youtube.com/watch?v=eJg69IuPhjM …
13時のF1:4号機周辺の妙な閃光から、20数秒後の黒いモノは
一歩ゆずって水滴のようなモノ？

だとしても、最初のは？#プラズマ火球？ 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
2015.08.17_12.00 〜 16.00.@TEPCO_Nuclear;F1
http://www.youtube.com/watch?v=fbMHME6wj84 …
http://www.youtube.com/watch?v=eJg69IuPhjM …
#核の冬、緑の霞、建屋の揺れ、映像は激しく何度も乱れる。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 16時間16時間前 
ジョージさんがリツイートしました Dandy
やっぱり。川内原発再稼働したら漏れる漏れる。通常運転でも。

52キロ離れた桜島大噴火したらアウトね。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
むろん、首都圏なんて論外。

このとおり、人間が棲み飼いできる場所ではない。

http://twitter.com/ST0NES/status/630600039748886528 …
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1
あと、ぬきうちで、神奈川の東芝の原子炉が動いてる周辺も。金沢市も。

http://twitter.com/vansox/status/581078438087393280 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
交通量が少なくて、原発や焼却施設が近くにない場所デモ

https://twitter.com/ST0NES/status/628864584057622528/photo/1
この範囲はアウトだよ。これは、#東電の原発事故 の汚染だけではない。
311に千葉の劣化ウラン倉庫の爆発と女川原発も爆発したあとの汚染マップ
今のままなら、九州、瀬戸内海も危ない。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 19 時間19 時間前 
13:15現在、中国・四国地方で相次いで落雷が観測されている地域があります。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/633131203122479104/photo/1
中国電力◆雷情報

http://www.energia.co.jp/lls/ 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
8月17日：早朝の桜島
17日10時：気象庁発表「桜島では南岳直下付近を震源とする火山性地震を引き続き
観測。山体膨張も引き続き観測。規模の大きな噴火が発生する可能性が高まっていま

す（http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150817100013.html …」

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 20時間20時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
なんという国か‥。道路の骨材に放射性汚泥焼却灰が非公表で使われていたり

http://twitter.com/ST0NES/status/457131776557584385 …
そうそう、さいきん自転車もパンクしやすい。

@MiraieforChild 放射線でタイヤの劣化が早く進んでいる？ 
http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150817

http://www.youtube.com/watch?v=eJg69IuPhjM
http://www.youtube.com/watch?v=fbMHME6wj84
http://www.youtube.com/watch?v=eJg69IuPhjM
http://twitter.com/ST0NES/status/630600039748886528
https://twitter.com/ST0NES/status/599018383477092352/photo/1
http://twitter.com/vansox/status/581078438087393280
https://twitter.com/ST0NES/status/628864584057622528/photo/1
https://twitter.com/rescuenow_net/status/633131203122479104/photo/1
http://www.energia.co.jp/lls/
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150817100013.html
http://twitter.com/ST0NES/status/457131776557584385
http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150817


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 21時間21時間前 
放射線でタイヤの劣化が早く進んでいる？ http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150817

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
アンドレ @nihon_no_owari · 22時間22時間前 
首都圏は、今日も急病人だらけ。この先、どうなるんでしょう？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Yuzo - MIDDLEs @makoyuzo · 23時間23時間前 
Yuzo - MIDDLEsさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
川内原発緊急停止を！！ 
bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
京都駅は救急車がきてるというTwitterでの呟きがとても多い。@mitsuyasu_h: 同じ京
都でも駅周辺は放射線量が関東とあまり変わらない。新幹線のせいかな？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8月16日 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
2015年
8月07日 #川内原発1号機冷却水ポンプ停止
8月11日の再稼働から即日で放射能モレ
8月16日 #九電の原発事故
http://twitter.com/ST0NES/status/632882250221117440 …
いまも継続中。

http://twitter.com/ST0NES/status/632982304911048704 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月16日 
8月16日：鹿児島市のホームページ
「桜島の噴火に伴う地震に備えて下さい」という注意喚起

1914年の桜島の大噴火時に発生したマグニチュード7.1の巨大地震を元にした地震予
測（最大震度７

）

http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/kikikanri/kikikanri/kinkyu/documents/sinndobunnpuzu.pdf
… 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月16日 
桜島の山体膨張

昨日の朝、かつてないスピードで山体が膨張するという地殻変動で、気象庁は急遽、

レベル4の（避難準備）に引き上げたのだけど、その山体の膨張するスピードが収まっ
てないと気象庁。噴火の規模も「大規模の可能性」としてるけど、どの程度の大規模

なのか？の予測できないみたい。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 8月16日 
6:54現在、九州地方で相次いで落雷が観測されている地域があります。
九州電力◆落雷情報

http://www.kyuden.co.jp/kaminari.html 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/633036394391146500/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8月16日 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
そういうhttp://twitter.com/ST0NES/status/633035573792391168 …
もぐらプルト君が暴走してる時間帯。

http://twitter.com/search?

http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150817
http://twitter.com/ST0NES/status/632882250221117440
http://twitter.com/ST0NES/status/632982304911048704
http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/kikikanri/kikikanri/kinkyu/documents/sinndobunnpuzu.pdf
http://www.kyuden.co.jp/kaminari.html
https://twitter.com/rescuenow_net/status/633036394391146500/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/633035573792391168
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95+%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=realtime=default&f=tweets


q=from:Jasmine_Eq00+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95+%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=realtime=default&f=tweets
…
地質学の関係者ほか見るひとによっては重要なデータだとおもう。

専門家ではないが、揺れの範囲が広いときが、F1周辺 #汚染蒸気 が放出された時期？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月15日 
桜島の地震波形

報道で言ってるように「気象庁：15日7時から火山性地震が急増。大規模噴火の恐れ」
今年、桜島は1955年の観測開始以来の最速ペースで（爆発的噴火）を起こして、昨日
の爆発で691回目。こういう波形も、今までに無い波形

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月15日 
気象庁が噴火警戒レベル３を４にするという事は

桜島で大規模な噴火が起こりそうな（山体膨張などのデータに異常値）相当な確信が

あるから。こないだの（鹿児島県：口永良部島）の巨大な爆発的噴火の時は、その前

に兆候があったのに噴火警戒レベルを４に上げなかった。でも幸い人的な被害は無か

った。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月15日 
① 8月11日12時：川内原発：制御棒抜く
② 8月11日23時：核分裂反応＝臨界状態
③ 8月14日：発電開始・圧力を上げる
④ 8月15日：桜島で大規模噴火の可能性。気象庁が噴火警戒レベル４：避難準備に引
き上げ。←今ここ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/632384099211022336/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 22時間22時間前 
地震減少、膨張緩やかに＝桜島、大噴火警戒続く—気象庁（時事通信） - Yahoo!ニュ
ース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150817-00000028-jij-soci …
桜島では大噴火を警戒しているのか。じゃあ、鹿児島市からも避難したほうがいいね

。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8月15日 
2015年8月15日、鹿児島と福岡と大分と、広島の放射線量がヘンだ。
0時ごろから欠側が目立つ。
なにか隠してやがるな。コイツら。@Kantei_Saigai；@meti_NIPPON
；@gensiryokukisei
気をつけろ！

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 16時間16時間前 
こんなツイッターなんてやってるうちには

http://twitter.com/ST0NES/status/630353454402134016 …
もうはじまってるよね。そういうことが。

http://twitter.com/ST0NES/status/627859935586467841 …
さいきん工作員ぽいのやそれらの取り巻きも

めっきり来なくなった。

もう逝っちゃってるんじゃねーのか？連中も。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 17時間17時間前 
プロジェクト「3千万被曝死」が進行中だ。
核汚染食品の大量消費池であり、

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/632384099211022336/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150817-00000028-jij-soci
http://twitter.com/ST0NES/status/630353454402134016
http://twitter.com/ST0NES/status/627859935586467841


水道水が汚染され、

大気も核汚染ゴミの焼却で汚れ、東京湾に焼却灰が投棄され、

幾つもの汚染大河が流れ込む。

台風や北風、降雨の度に土壌汚染が深刻さを増し、

被曝罹病パンデミクスの前兆が顕著になってきた。

ナニそのうすら甘い未来予測？

【地球の現存生態系】が【全崩壊】してるんだよ…今？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 2012年4月18日 
福井県の敦賀市、大飯町、高浜町、美浜町へ行ったら、絶対買い物等しないでくだ

さい。海水浴等もっての外です。原発のお金をたっぷりもらっているので絶対応援等

しないでください。小浜市は原発に挟まれて原発に反対している市です。小浜市でお

土産屋お買い物をしてください。絶対拡散を願う

逃げなさい。

そこにもう、希望は無い。から。

https://www.youtube.com/watch?v=-1cyCmUdDNQ
Katy Perry - Super Bowl 2015 - HD

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 18時間18時間前 
住民を巻き込んで、なんでこんな複雑な情報戦しないといけないの？平易でわかりや

すい言葉でコミュニケーションできないのはなぜ？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8月16日 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
.@kurieight @pecko178 ご注意。
http://twitter.com/ST0NES/status/633004070064680960 …
http://twitter.com/ST0NES/status/633049278097690624 …
情報を見極めて軌道修正したほうがいいですね。

311当時、情報が錯綜した時期に
本当にやばかったことが視えなくされた時期を想い出して。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8月16日 
たしかに国の火山情報などは情報操作多すぎる。@Kantei_Saigai；@meti_NIPPON
；@gensiryokukisei；@JMA_kishou
しかし何度も云うように民間の放射線量の情報や体感と区別が必要。

http://twitter.com/ST0NES/status/632988684980064260 …
眼を醒ませ！

https://www.youtube.com/watch?v=J52KHQMCLVI
悲しみだけで生きていけない 　奥華子　okuhanako
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-1cyCmUdDNQ
http://twitter.com/ST0NES/status/633004070064680960
http://twitter.com/ST0NES/status/633049278097690624
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https://www.youtube.com/watch?v=J52KHQMCLVI


 

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9:29
なんか「異様に眠くなった」ので寝ます…
（－－；）

アホ退嬰隊が、実弾演習やっててうるさい…
 

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


（８月18日）　…減らない…（＾＾；）…

http://85358.diarynote.jp/201508180913216959/

（作業宙弾）　oto 音 hako 匣。（＾＾；）
2015年8月18日 音楽 コメント (3)
　

しつこく整理中…（＾＾；）

★ん〜、もういいや…☆

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=0GQY9QkOHV0
Chamillionaire Ultimate Victory [ FULL ALBUM ] 

https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
Coldplay - Viva La Vida

https://www.youtube.com/watch?v=S7Oe15pRuLM
David Garrett - Music - The complete concert live @ Hannover 18 04 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=iRQvQyQDRvA
David Garrett November Rain - Violin 

https://www.youtube.com/watch?v=pL5pJ4wOwXs
Coldplay - Viva La Vida~美しき生命~(歌詞&日本語和訳) 

https://www.youtube.com/watch?v=fMK1ftad1J8
Viva la Vida Orchestra Cover 

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=vvlELfjnK9o

http://85358.diarynote.jp/201508180913216959/
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[Saiyuki Gaiden] Stay With Me 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】

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=E2xJSlu8kpI
羽毛田丈史「地球に乾杯」【OFFICIAL】 

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 

☆保存ほぞん☆

https://www.youtube.com/watch?v=nrrHZMXwHBE
TAMUSIC - Magia の主題による変奏曲 

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=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

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?list=RDbZ_BoOlAXyk&v=70EvLqYvJks
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https://www.youtube.com/watch?list=RDbZ_BoOlAXyk&v=70EvLqYvJks


David Garrett - Smooth Criminal 

https://www.youtube.com/watch?v=LhDgtcJQ0Sk
David Garret - " MUSIC" violin

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=jlshUinrKvY
【洋楽劇場】viva la vida / Coldplay 日本語　歌詞　字幕 

https://www.youtube.com/watch?v=tdheB9FZ2eQ
Coldplay - Viva La Vida A Capella Multitrack Cover. 

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

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=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

https://www.youtube.com/watch?v=aPyFiZjXJx0
【作業用BGM】やなぎなぎメドレー陰 

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

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

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=F60KRdIYPYk

https://www.youtube.com/watch?v=LhDgtcJQ0Sk
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
https://www.youtube.com/watch?v=jlshUinrKvY
https://www.youtube.com/watch?v=tdheB9FZ2eQ
https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://www.youtube.com/watch?v=aPyFiZjXJx0
https://www.youtube.com/watch?v=iTWGMFFphuE
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
https://www.youtube.com/watch?v=z6IktGdMkmA
https://www.youtube.com/watch?v=F60KRdIYPYk


Tiger & Bunny- Crash and Burn- Kotetsu/Barnaby 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vXXvjMyGGs4
T&B "I’ll Stand by You" 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1egA3OCCzE
I’ll be here 

https://www.youtube.com/watch?v=3f9G9ofyGwk
τнε ௰αү [Saiyuki AMV] 

https://www.youtube.com/watch?v=DXjk55xd9wo
AMV ~Saiyuki Gaiden~ 

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

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

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=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
https://www.youtube.com/watch?v=vXXvjMyGGs4
https://www.youtube.com/watch?v=Z1egA3OCCzE
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(1983) 

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade 

https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
銀河鉄道の夜 ファイナルテーマ　Gingatetsudou no Yoru - Final Theme 

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
高田 渡さんの皮肉の曲：強烈な反戦歌
1968年に京都で初めて唄い、観客に衝撃を与えた曲。1969年に発売されたアルバム『
高田渡・五つの赤い風船』に収録された曲。（https://www.youtube.com/watch?
v=XFRkB3mpqD8 …

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=-NqDV5KzT24
「風に立つライオン」特別映像（主題歌フルバージョン）

…減らない…（＾＾；）…

つぅか、増える増えるわかめ…☆
 
 
 

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8月18日14:07

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 8月16日 
　

ツイッターは馬鹿発見器ではなく悪人発見器だから。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日14:07

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8月16日 
　

核実験による雨のフォールアウトは機密事項になっていた。

この方針に反したローゼンバーグ博士夫妻は（スパイ容疑で）死刑を執行された。

ということは、つまり？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日14:24
０５２１５００．
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（８月18日）　異様睡魔に襲われて強制就眠のあと、「戻って来て」半睡半覚醒で視
ていた白昼夢？がとても幸せな、個人史上前代未聞の、最上の眺めだったのですが…

http://85358.diarynote.jp/201508181433392743/

（作業中止！）　脳が被曝。←症状出たら終わりかよ。

2015年8月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

 

AKIRA 2024さんがリツイート 
indigo @ingigo33 · 8月16日 
@tetsu_molotov @iwakamiyasumi @yamamototaro0 @keiki22 
川内原発1号機付近から煙が止まりません。
通りかかった福田さん@x0rg1m0q1 が撮影。
https://twitter.com/ingigo33/status/632755854358392832/photo/1 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月16日 
名無し：08/16 12:33
Elly617
再稼動の時はたくさん放射線が出るって聞いたことある。

大飯に行った人達が1ヶ月後にバタバタ倒れたとも。…
原発を3年以上停止してから再稼動させた事は、世界で今まで７回しかない
そしてその全ては失敗してる…

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 8月16日 
何が悲しくて、一般人が放射能の勉強をせねばならんのか。根本的に間違ってるじゃ

ないか、その発電方法

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

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
3日間なら緊張を維持できるだろうが、（地震も地殻変動もないまま）この緊張を1週

http://85358.diarynote.jp/201508181433392743/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508181433392743/
https://twitter.com/ingigo33/status/632755854358392832/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=IXTfybOzrEc


間続けるのはむずかしいだろう。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：06/08 12:06
vivian5163（富士宮在住）
今年に入ってからタイプミスがすごく多くなった。被曝で脳がイカレたっぽい。最近

はド忘れもすごくて、部屋を行ったり来たり。思いついた場所に戻ると思い出して

たが、最近はそれもなくなって、思いついた場所も忘れている。

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_ · 8月16日 
脳が被曝したら http://plaza.rakuten.co.jp/ommanipadmehum/diary/201111300000/ …
「危機感の大きな減退。」←おいおい、一度症状出たら終わりかよ。「大丈夫」を連

呼する人はもうやられてる。巻き添えくらわないよう、そっと離れよう

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8月16日 
これが本当の放射脳↓

中枢への影響が大きいので、危機感が減少し、櫛歯状に人が減っても気にしない、と

いう状態(現在のキエフ)のようになると考えられます。酒が強くなったと感じたら、中
枢障害です。 http://www.twitlonger.com/show/cp4918

AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 8月16日 
福島県庁の食堂にこう書いてある。「県外産の食材を使っています。」そして、全国

の学校給食にはこう書いてある「被災地の知事が安心といっています。皆で被災地の

食材をつかって応援しよう！by農水省」世の中、安易に信じてはいけない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 8月16日 
経済的に移住できない人から順に移住して生活保護を申請しなければいけなかったん

だなと後悔する日が来るのかも知れない。極悪な人達を相手に有効な手段はそれだ

けだった気がする。

↑　だから言ったじゃん、それ。（ーー＃）

書いたからね？私、mixiに！　2011年３月中にッ!!

http://plaza.rakuten.co.jp/ommanipadmehum/diary/201111300000/
http://www.twitlonger.com/show/cp4918


https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】

先ほどＰＣ前に戻って参りました、１３：２９です。

異様睡魔に襲われて強制就眠のあと、「戻って来て」半睡半覚醒で視ていた白昼夢？がとても幸

せな、個人史上前代未聞の、最上の眺めだったのですが…、

あんまり幸せすぎる妄想なので、皆さんには教えてあげませんよｗ

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

…「現実」は、こんな状態ですから。ねぇ…

https://www.youtube.com/watch?v=3f9G9ofyGwk
τнε ௰αү [Saiyuki AMV] 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
8月18日
「Ｋ排水路雨水：17日の降雨量が多く、雨水が堰を乗り越え、外洋側へ一部、排水さ
れていたことを確認しました。詳細な状況について確認します。以上。」という報道

関係者向け、一斉メール。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/633472314735116288/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
▼桜島2015年8月
15日1015　レベル4
いま18日1000だから、72時間たった。有珠のときは地震が時間とともに増えて、地割
れがみつかるなど、誰の目には異常が明らかだった。桜島は、地震も地殻変動も収ま

った。素人目には異常がわからない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 4時間4時間前 
実際、口永良部島では5月29日の噴火直後にレベル5(避難）にして、それはいまも継続

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
https://www.youtube.com/watch?v=3f9G9ofyGwk
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/633472314735116288/photo/1


している。しかし、まもなく3ヵ月たとうとするが島の住居はどこも噴火被害を受けて
いない。結果的にはレベル5継続は外れたかたちだ。噴火リスクの評価をひとりに委ね
ると、ごくふつうにこういうことが起こる。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4 時間4 時間前 
今日の犬吠埼 8/18 9:15 曇り。近景も沖合いも霞んでる。
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/633432748640747520/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：08/17 14:33
mogura@annzu57
私の知人のおばさんは福島県の農協の婦人部で、福島県の野菜や果物のPR活動を銀座
まで来てやってるけど、自分の孫には九州のお取り寄せしてる。そういう人もいるよ

って話。

#コメント不能

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 16時間16時間前 
いつの時代もお国のため 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450307870836285440/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 8月16日 
水蒸気と呼ぶにはﾑﾘがある煙なのだ！

http://twitter.com/x0rg1m0q1/status/632769007142080512 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 8月16日 
@irukatodouro @k2cyan 原発は核燃料を発熱させてスチームを作って回すだけだから
、煙の出るような工程は存在しない

何かが燃えたという意味しかない

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/633432748640747520/photo/1
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450307870836285440/photo/1
http://twitter.com/x0rg1m0q1/status/632769007142080512


AKIRA 2024さんがリツイート 
indigo @ingigo33 · 8月16日 
8月16日10時半頃
川内原発1号機付近から煙がもくもく立ち上がる。
重要事故でないといいのですが、、。

福田良紀さん撮影 
https://twitter.com/ingigo33/status/632760859803021312/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8月16日 
http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11552294656.html …
@nanananaa8
ご存知の様に，β線は，γ線よりはるかに組織破壊性が高く，

臓器を選択的に破壊します。

被曝障害を否定する為にβ線 を測るな，と誘導しようとしているわけです。 
byベラルーシで現実を見てきた現場の医療医師の考察

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8月16日 
【千葉県東葛飾郡】風の強い日は”30-50μS/hというものすごいα線数値”
今日のような風の強い日は、

３０〜５０μS/hという
ものすごいα線数値をコンスタントにたたきだす。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d6d701442388c1d67620e75207843f57 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 8月16日 
「強烈な睡魔に抗しきれず、ところかまわず眠りこける人が激増している」「道の真

ん中で寝る人、土下座スタイルやあぐらをかいて寝る人、立ち寝する人、ドンブリに

顔をつっこんで眠る人までい」る。わたしも見たことがある。これから問題になりそ

うだ。http://ln.is/www.asyura2.com/15/g/8VlNQ …

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 8月16日 
AKIRAさんがリツイートしました 兵頭正俊
吸気による内部被曝の放射能累積限界を越えている人が増えている。

AKIRA 2024さんがリツイート 

https://twitter.com/ingigo33/status/632760859803021312/photo/1
http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11552294656.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d6d701442388c1d67620e75207843f57
http://ln.is/www.asyura2.com/15/g/8VlNQ


くりえいと @kurieight · 8月16日 
行き倒れ症候群。 
https://twitter.com/kurieight/status/632778610936410113/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 8月16日 
私も眠気や、そういうことや、さらに忘れっぽくなりました。私以外のしっかりさん

まで、最近は忘れっぽくなり、やはり…と実感しています。RT@tomomi_minority:
@komatsunotsuma 眠気が襲ってきたり、人の言うことが理解できなくなってきました
…

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 8月16日 
AKIRAさんがリツイートしました マリエ・愛がいっぱい
放射能累積限界は体が小さい者は、その許容値が体に比例して低い。

故に、被曝症が直ちに発症する。

これが、今の日本の現実だ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
pontamama @ponchanwan · 8月15日 
ここ数日、関東のワンちゃんの体調不良が多い。

原因不明の下痢と嘔吐、突然倒れる、今まで何でもなかったのに肝臓の数値が高すぎ

て測れない…など他にも色々（；＿；）

AKIRA 2024さんがリツイート 
相沢諒 @_ryoaizawa · 8月15日 
@snoopymaygon @komatsunotsuma 時々水が血液のような鉄さびの味がします・・・

AKIRA 2024さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 8月15日 
@snoopymaygon 私はカナリヤだと思います。何度も金属味がしました。福島原発事
故後には生まれてはじめて喘息になり、白血球の数値が異常低下したり免疫力低下や

体調不良にも。最近は左手の指が膿んだり血が出たりで数週間治りません。 

https://twitter.com/kurieight/status/632778610936410113/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 8月15日 
@snoopymaygon 金属味、何度もしました。
何度も。

AKIRA 2024さんがリツイート 
きのこ組　組長 @kinokokumi · 8月15日 
爆発の規模同じ↓

【米国核実験】TNT-20トン（ヒロシマ1/1000）
https://www.youtube.com/watch?v=eiM-RzPHyGs&feature=youtu.be&t=3m46s …
【中国天津】

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7594.html …
【フクシマ3号機】
https://www.youtube.com/watch?v=OiZmLqWnjgc&feature=youtu.be …
放射能は見事に飛び散った。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 8月15日 
ニュージーランドのニュースで、ニュージーランドで売ってるカキやツナからフクシ

マの放射能が検出されたって言ってるね。

Seafood lovers beware of something fishy http://nzh.tw/11497566 via @nzherald

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8月15日 
2015年8月14日21時〜15日6時@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=VRAqXNp-F_U&t=2m7s …
http://www.youtube.com/watch?v=ohn4Ti4-nQg …
http://www.youtube.com/watch?v=XFRHbSu9vwo …
建屋は揺れ続け、映像は乱れる 

https://www.youtube.com/watch?v=eiM-RzPHyGs&feature=youtu.be&t=3m46s
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7594.html
https://www.youtube.com/watch?v=OiZmLqWnjgc&feature=youtu.be
http://nzh.tw/11497566
http://www.youtube.com/watch?v=VRAqXNp-F_U&t=2m7s
http://www.youtube.com/watch?v=ohn4Ti4-nQg
http://www.youtube.com/watch?v=XFRHbSu9vwo


AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 8月15日 
2012/1/8
【ぬまゆのブログ】福島南相馬市

「 歯 」 が、 どんどん 欠けていきます。
身体の、だるさも、 年のせい ・・・ かな ?
わたくしも、 夫も、 最近は、 毎日、 激しい【 倦怠感 】
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/035a5fb9897a5f55334105d3bdd5b56b …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月15日 
名無し：2015/08/13(木) 19:24 ID:XXXXXXXX
hongsoonhyuk1
2015年8月13日
多磨駅の駅員さんが寝てる…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月14日 
名無し：2015/06/19(金) 13:34 ID:XXXXXXXX
チョツト知ってるあるカメラマンも、以前福島汚染地取材時に、面倒なんでマスクも

何にもしないで居たらしい。

後で人から聞いたら、能面の翁みたいな顔になってたらしい。

どんな世界なんだろう。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月14日 
名無し：08/14 11:36
福島県内「帰省ラッシュ」常磐道では約3μSv/hの区間で12キロの渋滞←子供乗せてな
いよね？

http://www.minyu-net.com/news/news/0813/news16.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 8月11日 
@jta_0327 最近の新しい風習です
車で信号待つ間や

電車の座席

駅などで就寝しています

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/035a5fb9897a5f55334105d3bdd5b56b
http://www.minyu-net.com/news/news/0813/news16.html


街寝

と言います 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ろは @_rxj4 · 2013年11月29日 
今思えば、見事に地図の白い部分でガレキ燃やしたんだな。。

@bun_2011: やっとでた、ほぼ日本全体の汚染地図。RT @onodekita: ほぼ日本全国や
られたわけだ

https://twitter.com/onodekita/status/340842194082611200/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 
cmk2wl @cmk2wl · 8月15日 
天津の爆発でできた巨大な穴

時事通信 8月15日(土)22時2分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150815-00000102-jijp-int.view-000 … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/632544861061693440/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8月15日 
卓見��
放知技 599：木枯し氏
天津もTNT20トン相当
(@onodekita 氏【3号機爆発】と【米国核実験】TNT-20トン ほぼ同一)
衝撃波音速を超える、も同じ

地面に大きな穴

【3号機燃料プールが無事な筈が無い！】 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 8月15日 
Jim Stone「天津大爆発で、中国が発表した3エーカーの湖は、核兵器ないしは宇宙超

https://twitter.com/onodekita/status/340842194082611200/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150815-00000102-jijp-int.view-000
https://twitter.com/cmk2wl/status/632544861061693440/photo/1


兵器でなければ出来ないもので、ソ連の地上核実験のものと酷似している。2つの爆発
の最初のものはビデオで記録されることを想定したお遊びの花火だった。

」http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.Jimstone.is …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8月14日 
天津からの風は高空で日本全国に吹いています。

遅く見積もっても北海道に到着してます。約2200キロ。

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

AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 8月15日 

パスポートとビザを申請しなさい。 #save_children

https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
「風に立つライオン」特別映像（主題歌フルバージョン）

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

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17:14
ぅわ★（－－；）★

今一瞬のボケミスで、１時間以上分くらいの追加作業、一瞬で消した…★

http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.Jimstone.is
https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
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（＝＝＋）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日17:18
そもそも何時間、予定をオーバーしてこの無駄作業をやっていたか…
という時点で、脳ベクレの判断ミス…？？

とりあえず、一旦終了…
（したところで、「保存するの忘れて」消したんだよ…！）
 
 

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


（８月18日）　【ガン予防ダイエット】。

http://85358.diarynote.jp/201508181617503691/

脱被曝・制ガン対策・手抜き低単価ランチ♪

2015年8月18日 ダイエット コメント (2)
　

今日は体を動かしてないので、主食ヌキｗ

【ガン予防ダイエット】という観点から言えば、これで十分☆

  
 

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16:36
　

あ、けっこう激辛なので。

(^。^;)

辛いの苦手なら同じシリーズの「マイルドタイカレー」缶。

量も食べたい、という人は、

深皿にコーンの缶を汁ごとあけて、それを「主食」にカレーをかけて食べると美味しいよ♪

(≧ω≦)b
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月18日16:39
 
汁ごとコーン缶＋タイカレーを
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そうめんにぶっかけると、

「夏バテ予防メニュー」に♪

 



（８月18日）　「折り畳み自転車の通販」。

http://85358.diarynote.jp/201508182022097219/

作業は宙ぶらりん。。。。

2015年8月18日 スポーツ
 
おばんです。

２０：２０。

しょうこりもなく仮眠して、またＰＣ前に戻って参りましたよ。

（＾＾；）

音楽聴き酒（？）しながら、ちょっと「折り畳み自転車の通販」が可能かどうかを、チェックし

てきますぅ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni.

…ラクチンのＨＰはひとを憤死させるために造られているのか…？？
（＝＝＃）

何回ぽちっとしても、商品詳細が出てこない…ッ!!
（＞＜＃）

…あったあった♪　ふむふむ…♪

http://jitensya.tyabo.com/4304123.html
ほぼ理想？

http://item.rakuten.co.jp/loic/fak206-02/
デザイン理想。予算オーバー。

http://cycle.nomaki.jp/3115529.html
この色もいいかも…♪　（緑は無い？）

…ん〜…（＾＾；）…

http://85358.diarynote.jp/201508182022097219/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
http://jitensya.tyabo.com/4304123.html
http://item.rakuten.co.jp/loic/fak206-02/
http://cycle.nomaki.jp/3115529.html


これ以上の候補はナシ。

…「あした考えるわ」…☆

https://www.youtube.com/watch?v=7dfPrtcMg2E
Wake Me Up - Avicii (日本語カバー)
 

https://www.youtube.com/watch?v=7dfPrtcMg2E


（８月18日）　…減らない減らない…（＾＾；）…☆

http://85358.diarynote.jp/201508182128337454/

oto 音 匣 hako ２．　（作業宙）
2015年8月18日 音楽 コメント (1)
　

★さすがに聴きあきたかな…

https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
Don’t Look Back Again 

https://www.youtube.com/watch?v=hd0wAMhAKnc
【華風月】オリジナル曲『かざぐるま』PV 

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=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=7dfPrtcMg2E
Wake Me Up - Avicii (日本語カバー) 

https://www.youtube.com/watch?
v=3YGGb3hx_Zs&list=PLkJSNpBQGDeAwhCjXaDbMJ__kEzDydxrz
2014年北海道食い倒れ動画集 - 食わずに死ねるか！ 

☆まだまだ聴き飽きません…ッ♪

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
MUSICA RELAJANTE AFRICANA INSTRUMENTAL ONLINE, AFRICAN RELAX MUSIC.

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

http://85358.diarynote.jp/201508182128337454/
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https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs


Wiccan Goddess Chant 

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 

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

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=Q5wFYn2Xhm8&index=9&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian feat.Amelia Brightman--Now We Are Free(VideoMix2014) 

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=768Xh6VO8pY
Beijing POWER OF LOVE 

https://www.youtube.com/watch?v=UDuP_X6RWr4
ブルーハーツ　反原発ソング　チェルノブイリ　

Chernobyl subtitles/lyrics 

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

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

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=8zj-UWmPqzU
https://www.youtube.com/watch?v=OPigZLdHGvA
https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
https://www.youtube.com/watch?v=5d_i2F2LlF8&list=RDmLDKtUeYCwc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Q5wFYn2Xhm8&index=9&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
https://www.youtube.com/watch?v=UDuP_X6RWr4
https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
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https://www.youtube.com/watch?v=jxF0g1B4sZ8
Horizon (地平線) -- Eri Sugai

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

https://www.youtube.com/watch?v=N-YuSKeFMxY
2CELLOS - Wake Me Up - Avicii [OFFICIAL VIDEO] 

https://www.youtube.com/watch?v=l-9VZZWtMfQ
2CELLOS - They Don’t Care About Us - Michael Jackson [OFFICIAL VIDEO] 

https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwp9JkaESdg
The Best of Bach

…減らない減らない…（＾＾；）…☆

 
  
 

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8月18日23:38
漫画よんで寝ま〜す…！
 



（８月18日）　現在０．０４６μと、「札幌にしては高め」ですので…。

http://85358.diarynote.jp/201508182255242618/

高さ１０００ｍのファイヤボール／川崎の火災で浦和まで焼き尽

くす／50センチの火山灰が積もれば原発崩壊。

2015年8月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=UDuP_X6RWr4
ブルーハーツ　反原発ソング　チェルノブイリ　

Chernobyl subtitles/lyrics 

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
白老市街地でヒグマ目撃相次ぐ

http://www.tomamin.co.jp/20150829137 
羆の出た白老町日の出は、海に面した市街地で、とても羆が潜伏できるような場所で

はない

何か変だ

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92059-
0903+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E7%99%BD%E8%80%81%E9%83%A1%E7%99%BD%E8%80%81%E7%94%BA%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%87%BA%E7%94%BA/@42.559639,141.3738085,16z/data=!4m2!3m1!1s0x5f756c783775f2af:0x817a5da30c605e0e?
hl=ja …

…頭がボーっとするのは、しょうがないですよね…★
（－－；）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

現在０．０４６μと、「札幌にしては高め」ですので…。

…（＾＾；）…

関東は西半分が絶賛【全面交通マヒ中】のよおですねぇ…
https://twitter.com/UN_NERV
まだ、箱根も浅間も、噴火してすらいないのに…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 分1 分前 
8月18日：桜島の報道
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/633629948012425216/photo/1
「マグマの通り道が塞がり、内部で圧力が高まっている可能性。　気象庁は規模の大

きな噴火が発生する可能性が高まっているとして厳重な警戒を呼び掛けています（

動画：http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000056955.html …）

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 45分45分前 
鹿児島の #川内原発 は今、近くで火山が噴火する以前に
危険な状態にあると認識したほうがいい。

http://twitter.com/search?q=633049278097690624&src=realtime=default&f=tweets …
http://twitter.com/ST0NES/status/633051789961465856 …
繰り返させてはいけない。#とめろ川内原発‼

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：2015/08/18(火) 20:46 ID:XXXXXXXX
安倍首相、吐血

http://shukan.bunshun.jp/articles/-/5346 
#噴飯もとい赤飯

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT300UP】 麻薬物質を注入しアリを洗脳し自らの奴隷にするムラサキシジミの幼
虫（日本研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52197978.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/633604265638916096/photo/1

スマートグリッド社会はいらない @oldblue2012 · 3 時間3 時間前 
大爆発が起き化学物質が3000トンもばらまかれた天津市と日本は地図を見ると考えて
いるよりもはるかに近いことが分かる。日本では今もフクイチから放射能ダダ漏れ。

風が吹き黄砂のように日本に化学物質が到達すれば化学物質と放射性物質の複合汚

染に 
https://twitter.com/oldblue2012/status/633576721183191040/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 6 時間6 時間前 
天津の爆発は、ピクリン酸や硝酸カリなどの爆薬原料をコンテナに詰めて密封しなけ

れば、径１００メートル、深さ数十メートルのクレーターを作るような爆発は起きな

い

非密閉空間でカーバイドや金属ナトリウムへの加水では、爆発ではなく爆燃が起きる

にすぎない

この爆発は文句のない爆破テロである

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7時間7時間前 
いっぽう、3キロまでは危険で、その外側は安全だとみているひともいるかもしれない
。気象庁の発表を額面どおりに受け取る考え方だ。しかし、自然はそのような杓子定

規ではない。3キロまで危険なら、その外側もちょっとは危険だ。3キロの外側を気象
庁が安全の太鼓判を押しているわけではない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 7時間7時間前 
3キロ以遠の桜島島内がいま安全だと私は思わない。火山はそもそも危険なものだ。ふ
だんは十分安全だが、ときどき危険になる。いまの桜島はそのときだ。どこがどれほ

ど危険なんだろうの好奇心を持って危険地帯にこわごわ近づいた経験は、火山がいざ

牙をむいたときに生きるだろう。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7 時間7 時間前 
桜島は「内部の圧力」が高まってる状態

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/633528399558897664/photo/1
なんらかの原因で、マグマの軌道が塞がって、山体が膨張する「山体膨張」が、引き

続き起こっていて、それが解消されると大規模な噴火になる可能性が高いので、厳重

な警戒が必要だと気象庁（8月18日）
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
日本の食品メーカーの原材料の野菜とか、

中国産を使ってる場合が多いけど、大丈夫なんだろうか

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/633509027830304768/photo/1
「2015年8月18日 11時13分：中国公安省は、天津市の爆発が起きた倉庫に危険な化学
物質約３千トンが保管されていたことを明らかにした

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
buick54aki ・ 7月22日 
チェ ルノブイリ危険避難区域 ＝ 130万ベクレル/㎡ 東京＝250 万ベクレル/㎡ 以上 現在
も上昇中

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 13時間13時間前 
原子力規制委員や内閣、都道府県知事をまず検査するのはどうだろう

血液で「軽度認知障害」を判定

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150818/k10010193611000.html …
“「軽度認知障害」かどうかをおよそ８０％の精度で判定できる検査法の開発に成功
した” 
https://twitter.com/Tanisennzo/status/633443899306938368/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
天津爆発の黒幕？　習主席が江沢民を軟禁か

http://www.epochtimes.jp/2015/08/24376.html …
大紀元サイトにアクセス不能になっていた理由は、この報道だったようだ

デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 17 時間17 時間前 
【東北、北海道注意】＜17(月)17時〜19(水)22時＞ 18(火)、19(水)は福１からの放射性
物質は東北、北海道に拡散する見込み。ご注意ください #Micromedia311 
http://facebook.com/daily.houshano 
https://twitter.com/Micromedia311/status/633375061454405632/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
もし青島のLNG火災が起きたなら結末を見ておく必要がある
同じ事が東京湾LNG群で新関東大震災によって起きるからだ
高さ１０００ｍのファイヤボール

輻射熱は５０K先まで焼き尽くす
川崎の火災で浦和まで焼き尽くす

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
【またかい】中国山東省青島市黄島の天然ガス施設で大規模な火災が発生！近くには

液化石油ガス（ＬＰＧ）の補給所も！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7630.html …
LNGは冷却効率から巨大化しないとコストが上がるため、一基20万キロリットル以上
が普通

一度火災になれば消火は不可能

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
【言論統制】中国政府、天津爆発でデマを流したサイトを強制閉鎖！50のサイトが対
象に！死者数を１０００人と報じる

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7629.html …
中国政府は死者数を十分の一に矮小化して公表するのが常識なので、死者数1000名は
妥当な数字だ

真実を曝露され怒ったのだろう

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
再稼働の川内原発「桜島噴火しても影響ない」(8/15 NHK)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5371.html …
桜島川内間はうちから御嶽山までの距離と同じ

噴火の翌日、車に火山灰が積もっていて驚かされた

予告されてる噴火は御嶽の数千倍の規模

50センチの火山灰が積もれば原発崩壊

amaちゃんださんがリツイート 
Dj-funchan @murataofumisan · 8月17日 
酷い数値です。別荘を持ってる方、大変です。

“@shizukanayoru3: なんじゃこりゃ！
https://twitter.com/shizukanayoru3/status/618694066247565315/photo/1
空間で４μSv/h超え　 栃木県那須塩原市 那須野が原公園⑥:
https://youtu.be/Cw90tydrvdk ”

https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
Don’t Look Back Again
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（８月19日）　買い出し兼用ダイエット遠足散歩？

http://85358.diarynote.jp/201508190844051407/

8月19日の日記
2015年8月19日 日常 コメント (3)
 
おはようございます。

和や多々

ワヤタタと自動変換されました

08時44分です。(^_^;)

札幌１９℃。無風。

天気はご覧の如し。

降水確率４０％ですが

さっきも降ってたし、

エルさんに自転車メシアゲラレちゃってるので、(∋_∈)

せっかくの超貴重な５連休！の３日目ですが、

どこへも出かけられません…。
(-"-;)

今日の予定はナンチャッテだらだら家事と、買い出し兼用ダイエット遠足散歩？ですかね…

┐(’〜`；)┌
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日10:00
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なにもしないで

死を待つよりは、

何か少しでも

動いたほうが、

絶対にマシだと

信じよう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日12:23
 
ナンダコリャという勢いの、

北西からの爆風。(・_・;)

…理性と計算は吹っ飛ばして、
勘だけで動いてもいいですか？

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日12:56
 
降水確率１０％なのに

降ってくるし★ (-_-#)
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（８月19日）　軽井沢のケイヨ－Ｄ２の開店セールで「偶然」入手。

http://85358.diarynote.jp/201508191321074752/

お世話になりました…(ToT)
2015年8月19日 家族・子育て コメント (1)
　

軽井沢のケイヨ－Ｄ２の開店セールで「偶然」

５０００円台で入手して以来、

灼熱３６℃の炎天下の農道に放置し、

ストロンチウム時雨の国道を疾走し、

マイナス１４℃の積雪凍結路面では、

米味噌１０kg超を載せてをひきづり、

興部では氷雪のコンテナ内に放置し、

札幌では灼熱の路面を走りまくらせ…

…（－－；）…

一番汎用型の、格安通勤通学自転車に過ぎないあなたに、

過大な積載量と、

非常識な走行距離を、

強いてしまって、申し訳ありませんでした…

人生史上、あなたほど、私の生活を援けてくれた相方自転車はいませんでした…

ありがとう。

さよなら…

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

https://www.youtube.com/watch?v=IXOn_v8yRxM&index=4&list=RDbZ_BoOlAXyk
David Garrett - November Rain - Berlin 08.06.2010 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月20日9:13
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
.@marulight111 ヒトもモノもカネも増やして徐々に減らしてゆく。その西暦の21世紀で医療・
教育・経済・政治・宗教を柱に巧妙にコントロールされる我われ庶民の側は「減らされる」とい

う解釈になりますが、

 
この狂ったシステムから解放されるには自分に必要ないものを棄てることです。
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（８月19日）　…大魔王エル様の恩赦？が出るまで、自転車レス生活なんだなたぶん
…(T_T)

http://85358.diarynote.jp/201508191425458325/

ちょっと期待です♪

2015年8月19日 スポーツ コメント (2)
　

…水曜日定休…
。。。(〃_ _)σ‖

…あ、旗が読めてませんね。
（＾＾；）

【 北海道内最大級の 折り畳み自転車ショップ 】

と書いてありますです。

「秀岳荘」さんです…☆

https://www.youtube.com/watch?v=kcxDkv0ENV0
自転車に乗って/ 高田渡
 
  
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日15:07
 
…大魔王エル様の恩赦？が出るまで、自転車レス生活なんだなたぶん…(T_T)
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夏休みなのに毎年恒例「無謀な遠乗り」に行かれないなんて…っ！

（＞＜。）。。

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日17:28
ロシアか中国から来る

水蒸気の量が異常です。

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


（８月19日）　社会全体が判断能力低下や人の思考が退化していく。認知障害を生じ
始めている傾向は深刻だろうと思います

http://85358.diarynote.jp/201508192034116153/

鹿児島はフクシマ／九州全域 被曝棄民／火山ガスの９割は水蒸気
詐欺／法律で放射能を出していいと／社会全体が判断力低下 認知
障害／何が起きたかわかるレベルだよね！

2015年8月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
今回の天津爆発事故で放出された化学物質が、福島事故で痛めつけられた甲状腺に止

めを刺す可能性を考慮してますか？

AKIRA @AKIRA23150220 · 8月18日 
F1の高濃度放射性水蒸気は中性子を発する放射性物質を含んでおり非常に危険だ。
既に放射能汚染水で太平洋全体を汚染してしまったが、これから、この放射性水蒸気

は偏西風に乗って北半球を一周する事になる。

https://www.youtube.com/watch?v=NOHXPNvVEwo
Queen- Bycicle Race 

あらためまして、嫌々ながら？

ＰＣ前に着席しましたよ、１９：４１です。

完全に無駄あし踏まされた往復４時間超の買い出し徒歩行脚の後、

例によって、家について着替えて寝床に倒れ込んだとたん、

降水確率１０％だったのに、激しい大振りの驟雨が…

ｗ（＾■＾；）ｗ

どうなってるんでしょう。異様な空模様です。

「あぁ、世界の滅びが近いんだなぁ…黙示録の世界だなぁ…」と思いながら、
全天を乱れまくる超大な雲だか水蒸気だかの群れを見上げて、

それでも「虹も観れた♪」ので、ご機嫌は悪くなかったりして…

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
marulight @marulight111 · 5時間5時間前 
人の思考が退化していくのを、声をあげて眺めてる気がする。

https://www.youtube.com/watch?v=1Ti2P_z5IPw
QUEEN: Killer Queen 

…いや、これ、ロシアの永久凍土が異常高温で湯気たってるか、
中国で揚子江が集団連鎖メルトアウトで沸騰してるか…

…||||（＠＠；）||||…

そういうレベルの、湯気？の量だよ…？？？

（衛星軌道上から肉眼で雲の塊が視認できまくっちゃうレベル…？）

参照：「水蒸気」

https://twitter.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%92%B8%E6%B0%97&src=typd

https://www.youtube.com/watch?v=LBxsDYOAKok
Best Cycling Songs for 2015 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 48 分48 分前 
桜島、火山ガスの放出減少　気象庁、厳重警戒呼び掛け - 47NEWS（よんななニュ
ース） http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015081901001680.html …
意味不明記事。火山ガスの9割は水蒸気。火山から出る水蒸気が機器観測できるとは思
わない。

雫o @sizukuo · 1時間1時間前 
雲とか水蒸気のくせに凄いな 
https://twitter.com/sizukuo/status/633963910433931264/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
8月19日：桜島
16時：気象庁発表「南岳付近を震源とする火山性地震が引き続き観測。3時13分に小規
模な噴火が発生。山体が膨張した状態が継続。二酸化硫黄は１日あたり100㌧：規模の
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大きな噴火が発生する可能性が高く厳重な警戒を」

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：2015/08/19(水) 15:41 ID:XXXXXXXX
昨日都内の室内で0.24μＳｖ/ｈと言う書き込みがあったが
あの人の住んでいる地域にはモニタリングポスト表示が無い。

危険な地域あるいはそのの風下などは意図的に表示を削除している。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「雨　頭痛」の検索結果。結構多いんじゃない？

https://goo.gl/4nYTIq

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
ほとんどの神経ガスは加水分解される。雨に含まれるかもしれないけど、降るたびに

毒性は落ちていく。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
神経ガスの影響は長期に渡り、累積性もある。wiki

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
ある種の神経ガスは気化しやすい、あるいはエアロゾルになりやすい。

体内への主要な侵入経路は呼吸器系。皮膚からも吸収。

瞳孔の収縮、唾液過多、痙攣、尿失禁、便失禁などが毒性症状。

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【近畿地方 気象情報 2015年08月19日 16:06】
近畿地方では中部を中心に、２０日未明から朝にかけて、浸水害や河川の増水、土砂

災害に注意してください。また、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 · 4時間4時間前 
【札幌 丘珠空港で小型機が胴体着陸】
札幌市の丘珠空港の管制を行っている陸上自衛隊丘珠駐屯地によりますと、19日午後3
時40分ごろ、丘珠空港の滑走路に民間の小型機が胴体着陸したということです。
http://nerv.link/KSUhLk

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
これロシアの交通事故

https://www.youtube.com/watch?v=kVl-6-A9ZO4 …
大半が「危機を感じてブレーキを踏む」だけで未然に防げるもの

日本なら、ほとんど起こりえない事故ばかり

意識レベルが悪いことが分かる

彼らの運命は、これからの日本人の運命だ

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 6時間6時間前 
@tokaiamada 飯館村、放射能汚染で家屋の裏は4マイクロシーベルト〜避難解除に疑
問　http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201508/20150818_63016.html …

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 
〔熱中症〕救急搬送者数は前週から大幅に減少も前年の2倍超(8/10〜8/16)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150819-00000006-rescuenow-soci …
https://twitter.com/rescuenow_net/status/633879180782927872/photo/1
各分類別データは↓

http://www.rescuenow.net/?p=2094 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT900UP】 房総半島で方位磁石の南北が逆転する怪奇現象“磁気異常”が多発
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52011404.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/633838311505686528/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
きのちゃん @blue3940 · 9時間9時間前 
@tokaiamada しばしば報道されてきた「汚染水の大量漏洩」は、陸上で漏れ出してい
る話だけで、地下から漏れ出している大量の汚染水については、まったく無視して

いる。ダイヤモンド社　広瀬さんhttp://diamond.jp/articles/-/75003 …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9 時間9 時間前 
今日の犬吠埼 8/19 11:38 晴れだが、近景も遠景も霞んでいる。
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/633830841471254528/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 9時間9時間前 
川内原発をも埋め尽くす「カルデラ破局噴火」の兆候。九州に壊滅的な危機が？　 - 夕
刊アメーバニュース http://yukan-news.ameba.jp/20150303-14/ #news @newsamebaさ
んから

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 9時間9時間前 
「１９８６年、嘉手納基地で変圧器が破損してＰＣＢ油が流出した時のことを思い

出す。現場の土を掘削する際、米軍人はマスクと防護服に身を包んだが、沖縄側作業

員にはＰＣＢの存在すら知らされなかった。」＜社説＞ - 琉球新報 -
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-247481-storytopic-11.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
天津事故（事件）とセウォル号事件の次に来る巨大事故といえば、おそらく原発事故

になるだろう

たった今でも巨大事故を起こす可能性のある原発は、香港に近い大亜湾原発、そして

古里原発

いずれも起きて当然、起きない方が奇跡

末端の職員は完全にやる気を失いミスを連発している

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
（続き）

https://goo.gl/4nYTIq
http://nerv.link/KSUhLk
https://www.youtube.com/watch?v=kVl-6-A9ZO4
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201508/20150818_63016.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150819-00000006-rescuenow-soci
https://twitter.com/rescuenow_net/status/633879180782927872/photo/1
http://www.rescuenow.net/?p=2094
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52011404.html
https://twitter.com/karapaia/status/633838311505686528/photo/1
http://diamond.jp/articles/-/75003
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/633830841471254528/photo/1
http://yukan-news.ameba.jp/20150303-14/
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-247481-storytopic-11.html


奥さんは当時妊娠中だったが、出産直後に看護婦から旦那の死を知らされた。

旦那の遺体はあまりにも汚染がひどく、鉛の棺に入れて地下10メートルにセメントで
固め

て埋められた。「遺体」としてではなく、「核廃棄物」として埋葬されたのだ。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：08/19 09:16
チェルノブイリがどれほど悲惨な事故だったかを日本人は知らない。

いち早く現場に駆けつけた消防士は重度の被曝でモスクワの病院に運ばれた。咳をし

ただけで口から肺と肝臓のかけらが飛び出した。その状態で3週間も生きたそうだ。
（続く）

cmk2wlさんがリツイート 
livedoorNews 非公式bot @ldnews_bt · 10時間10時間前 
【海外】 天津市の爆発事故 雨で白い泡発生か…専門家から懸念も http://dlvr.it/BttrTr

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
爆発現場で神経ガス検出＝中国天津市－中央テレビ

2015年8月19日(水)9時47分配信　時事通信 
【北京時事】中国天津市で起きた大規模爆発で、中央テレビは１９日までに、北京公

安消防総隊幹部の話として、現場の空気中から神経ガスが検出されていたと伝えた。

ネズミさん @Nezmi_san · 12時間12時間前 
ネズミさんさんがリツイートしました kita
英国デイリーメール天津爆発で「陰謀論」を紹介(多段でピカッと光る様子はフクイチ
に似てるな→ビデオ見れる)
①ジムストーンらが流してる「ロンギヌスの矢」

②習近平暗殺説(主に中国国内)
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3202417/Did-U-S-bomb-China-using-weapon-
launched-space-explosions-covering-plot-kill-president-bizarre-Tianjin-disaster-
conspiracy-theories-revealed.html … 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：08/19 01:14
「人食いバクテリア」患者数、過去最多に 最多は東京都
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150818-00000446-fnn-soci …
手足口病が流行、9月下旬まで続く恐れ 感染予防を県が呼び掛け
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150818-00010006-saitama-l11 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：08/19 01:25
総務省消防庁は18日、7月に熱中症で救急搬送された人数が全国で2万4567人に上った
と発表した。前年同月比33．5％増で、2008年の調査開始以来、7月の搬送者数として
は最多となった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150818-00000068-jij-pol …

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
おそろしいのは、天津の爆発現場から150キロぐらい離れた地点で、すでに爆発の黒雲
は100キロぐらいの広がりを見せている。
千葉県の房総半島ぐらいの大きさはある。 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 14時間14時間前 
火口が赤く見える現象も…桜島噴火への警戒続く http://5.tvasahi.jp/000057008?
a=news&b=nss …
動画あり。火映（だけ）ではなく、火口底から噴き出した高温岩石(マグマのしぶき）
が赤く映っている。

カラパイア @karapaia · 15時間15時間前 
【RT300UP】 意志を持ったような畏怖のウネリ、米ネブラスカ州に発生したアスペ
ラトゥス波状雲の映像 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52174460.html … 
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CMtyvVcU8AA3-YT.mp4

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
「日本兵を最もたくさん殺した軍隊が日本軍であった：小田嶋隆氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/18126.html#readmore …
ガダルカナルとインパール作戦の極端な死者は、幕僚の物質的裏付けを一切見ないで

精神論だけで強行した作戦の痴呆性にあった

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
「戦う相手は餓えとマラリア。彼らは自国の戦争指導者に殺されたのである：想田和

弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/18124.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
大量被ばく、500マイクロシーベルトで避難開始、120億かけたSPEEDI、放射能予測
できず(8/12 毎日新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5373.html …
避難開始は、最低1μ毎時でなければならない

デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 16 時間16 時間前 
【関東注意】＜18(火)17時〜20(木)22時＞ 19(水)、20(木)は福１からの放射性物質は関
東に拡散する見込み。ご注意ください #Micromedia311 
http://facebook.com/daily.houshano 
https://twitter.com/Micromedia311/status/633719344309104640/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
桜島 山体が膨張 引き続き厳重警報(8/18 NHK)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5374.html …
想像を超える凄まじい噴火になりそうだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
こってりしたラーメンを食べて眠くなる？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/161783091.html …

http://dlvr.it/BttrTr
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3202417/Did-U-S-bomb-China-using-weapon-launched-space-explosions-covering-plot-kill-president-bizarre-Tianjin-disaster-conspiracy-theories-revealed.html
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150818-00000446-fnn-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150818-00010006-saitama-l11
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150818-00000068-jij-pol
http://5.tvasahi.jp/000057008?a=news&b=nss
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52174460.html
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CMtyvVcU8AA3-YT.mp4
http://sun.ap.teacup.com/souun/18126.html#readmore
http://sun.ap.teacup.com/souun/18124.html#readmore
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5373.html
http://facebook.com/daily.houshano
https://twitter.com/Micromedia311/status/633719344309104640/photo/1
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5374.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/161783091.html


cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
忘れちゃいけない。

311の初期被ばくだけでなく、ワクチンやら家庭内の化学物質やらで甲状腺には完全
にリーチがかかってる。

もう一回でも化学物質に曝露すれば、甲状腺の手術ということになる。

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
NASAの衛星写真。
https://worldview.earthdata.nasa.gov/?
p=geographic&l=MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor
(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor,Reference_Labels(hidden),Reference_Features(hidden),Coastlines&t=2015-
08-
13&v=109.24935081395726,32.070517561507245,127.86458518895726,42.722861311507245
… … …
天津爆発事故で発生した雲は一旦南下してから、九州方面に向かった。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/633706018015461376/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
必見。

気象衛星ひまわり8号がとらえた、天津事故の雲の動き。
http://www.citylab.com/weather/2015/08/satellites-spot-the-tianjin-explosions-foul-
brown-cloud/401303/ …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 18時間18時間前 
鹿児島県危機管理局さん、#川内原発 が再稼働で
非常に危険な状態にあることには何も触れないんですか？

@kikikanrikago桜島の噴火による居住地域に重大な被害が発生する可能性が高い
http://twitter.com/ST0NES/status/633680062202511360 …
http://twilog.org/ST0NES/date-150819/allasc#cal …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 18時間18時間前 
浜岡原発100㍍の排気筒から毎日、放射能が出ていた事実。強い西風で東京方面にも、
雨の時は名古屋、京都に？中部電力も認めている@Official_Chuden異常出産が多発す
る原発地元の病院『こんなに多数の障害持った赤ちゃん見たことない

』http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E6%B5%9C%E5%B2%A1%E5%8E%9F%E7%99%BA+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B9%E9%9D%A2+%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B+%E4%BA%AC%E9%83%BD&src=realtime=default&f=tweets
…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 18時間18時間前 
#水蒸気詐欺@meti_NIPPON☜コイツら
http://twitter.com/ST0NES/status/632592056444030976 …
@Plutokun_Bot さんごうろくんの爆発は水蒸気爆発って言い張ってるね、誰がどう見
ても、ポルナレフでも何が起きたかわかるレベルだよね

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

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 19時間19時間前 
川内原発から出た煙が水蒸気だと聞いたら安心する無知。

原子炉から出る水蒸気など排気には何もトラブルがない通常でも、放射能が出ている

とむかしから専門家が情報提供しているのに一向に理解出きないやつら。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 19時間19時間前 
電力会社は、通常運転している、あるいは停止している原発から放射能が漏れていな

いとは一言も言っていない。

法律で放射能を出していいことになっているのだから。

ほとんどの国民はこのことを知ろうともしない。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
#川内原発 には #フィルタベントがない。
http://twitter.com/ST0NES/status/633657679693484032 …
http://twitter.com/ST0NES/status/633659944839983104 …
http://twitter.com/ST0NES/status/633665490787762177 …
だそうです。@irukatodouro

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
川内原発。

火山があるから危ないって方向性になってない？

これも原発マフィアが作り出すレトリックじゃないだろうか。

電源 冷却水損失だけで、あっというまに鹿児島は福島と同じになってしまう。

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
常日頃 PM2.5や大気汚染物質は中国から来ると散々のたまっているのに、こういった
最悪の物質がくることに関しては「影響ない」。ばかばかしいにもほどがある。

http://mainichi.jp/select/news/20150819k0000m040062000c.html?inb=tw …
そもそも遅すぎる。とっくに最初の汚染は日本を流れていった。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 20時間20時間前 
その放射能汚染が今‥

http://twitter.com/ST0NES/status/632861226188410880 …
おそらく、世間に隠れての #川内原発 の試運転は
2015年8月8日〜10日には始っている。
http://twitter.com/ST0NES/status/631449200824205312 …
タイミングを見計らってたんだよ。ナンチャッテ台風で全国へ核散するように。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 20時間20時間前 
#川内原発 では…免震重要棟も、まだ土台しかない。ベント施設も完成していない。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/257111 …
#フィルタベントがない
http://d.hatena.ne.jp/skymouse/20150811/1439282487 …
欧米の基準ならば、即時稼働禁止になる‥

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12131906897 …

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
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この天津にできた巨大な穴は、オッパウ大爆発のそれよりはるかに大きい。

硝酸アンモニウムだけでもオッパウ大爆発を上回る量が保管されていたはず。

おそらく桁が違う。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/633655852776321024/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
1921年ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン近郊のオッパウにある化学工場で、硝酸ア
ンモニウムと硫酸アンモニウムの混合肥料 4500トンが大爆発。
その「オッパウ大爆発」では直径 100mのすりばち状の穴ができた。
https://goo.gl/IE4yFR

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
クロロベンゼンが安全なら、部屋にでも撒いておくといい。

クロロベンゼン： 注意喚起語： 危険 
危険有害性情報： 引火性液体及び蒸気
吸入すると有害（蒸気）

皮膚刺激

強い眼刺激 
遺伝性疾患のおそれの疑い

発がんのおそれの疑い

全身毒性の障害

眠気及びめまいのおそれ

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
シアン化ナトリウム。

米環境保護局（Environmental Protection Agency、EPA）によれば、濃度が比較的低い
場合でも急性暴露した場合は、脱力感や吐き気、目や肌の炎症を起こす恐れがあり、

慢性暴露の場合は、心臓血管や中枢神経系に影響を与える恐れがあるという。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 22時間22時間前 
2014年4月14日
日本からの新品輸出品が『放射能汚染』で陸揚げ拒否される日

”リサイクル〜検出されはじめた放射能”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/295775c88cff33f01ff51206075fb6bb …
フィルターの交換事業者（都内）

交換したフィルターの殆どが基準値超えで

廃棄を引き受けてもらえない状況

cmk2wl @cmk2wl · 8月17日 
環球時報は１５日「瑞海（天津）の倉庫に保管中だった猛毒物質のシアン化ナトリウ

ム７００トンが今回の爆発で完全に消えたという点が恐ろしい事実だ。深刻な２次汚

染が懸念される」と伝えた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150817-00000046-cnippou-kr …

https://www.youtube.com/watch?v=M-EO1c1pQdw
QUEEN: I Want To Break Free 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
で、これがそのうち、パッと？一瞬にして消えてしまうときが来るんです。その頃は

今これを読んでるヒトも生きてないかもしれませんが、生きていても記憶がない。脳

細胞が、息をする、食べる飲むで精一杯。その本能も操られ同じ方向へ動く世界

‥@marulight111 ここは一体どこなんだろう?

cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 8月16日 
この頃、妙な異常感覚で来院される方が増えています。また従来いなかったようなわ

かりきった事が理解出来ないような患者がもの凄く増えています。社会全体が判断能

力低下や認知障害を生じ始めている傾向は深刻だろうと思います。#日本社会の劣化と
社会病理　#yoishika

https://www.youtube.com/watch?v=Vn29DvMITu4
Performance 

amaちゃんだ @tokaiamada · 9 時間9 時間前 
どんなに巨大で不動に見えても、根が腐ってる巨木は、あっという間に倒壊するとい

うことをソ連は教えてくれた

社会に矛盾が溜まり自浄作用が失われて斜陽化してゆく

すると末端の責任感も意欲も消えて大事故が頻発するようになる

フクイチ事故、天津爆発事件やセウォル号事故の類が連綿と続いてゆく

https://www.youtube.com/watch?v=CyQxJ8d5PPo
Red Hot Chili Peppers - Bicycle Song (By the Way Extra Track) 

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
Windows 10はプライバシー設定をオフにしてもMicrosoftのサーバにデータを送信して
いることが判明

http://gigazine.net/news/20150818-windows-10-privacy/ …

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
WINDOWS１０はアメリカCIA＝NSAの情報収集のためのアイテムであることが鮮明
になった

決してアップグレードしてはいけない

http://gigazine.net/news/20150818-windows-10-privacy/ …

https://www.youtube.com/watch?v=PjZI2G9rSmA

https://twitter.com/cmk2wl/status/633655852776321024/photo/1
https://goo.gl/IE4yFR
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/295775c88cff33f01ff51206075fb6bb
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150817-00000046-cnippou-kr
https://www.youtube.com/watch?v=M-EO1c1pQdw
https://www.youtube.com/watch?v=Vn29DvMITu4
https://www.youtube.com/watch?v=CyQxJ8d5PPo
http://gigazine.net/news/20150818-windows-10-privacy/
http://gigazine.net/news/20150818-windows-10-privacy/
https://www.youtube.com/watch?v=PjZI2G9rSmA


Music from my Bicycle 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
危険派だの安全派だのカテゴライズする前に、そういう国に居るんだよ。生き残るに

は捨てるしかない。あらゆる便利さ快適さを追求した今まで通りの常識を。儚い知識

や見栄や体裁を。棄てられず自分を変えない、変えることを認められない順に殺され

る前に。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
もう逃げる場所はないから自分の居る場所だけは大丈夫だと言い訊かせてみても、

3.11以前からの汚染に拍車をかけた国策の原子力テロは全国が対象。いずれ早晩、自分
だけを基準に生きる者の心身に襲いかかる。逃げられはしない。逃げなかったんだ

から。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
t20106y 2014@yaaa · 22時間22時間前 
@mjjkoi2399 @ST0NES 先頭に立った川内原発1号機の再稼働は失敗しても。配管か
ら放射能の含んだガスが漏れても、どんなトラブルや事故の情報が絶対得られない。

九電、国、マスコミの隠蔽が徹底的になる。九州全域の住民は被曝棄民になる。秘密

保護法の下に避難があり得ない。

https://www.youtube.com/watch?v=HvZVt_7fK0Y
Bicycle Samba 

amaちゃんださんがリツイート 
ナスカの痴情ェ @synfunk · 8月17日 
徴兵忌避について「いくら嫌いでもルールはルール」「守らないのは犯罪」の方向で

非難する人が同じ理屈を「いくら嫌いでも憲法は憲法、労基法は労基法」「守らない

のは犯罪」と向けてくれると日本はもっと住みやすくなる。

amaちゃんださんがリツイート 
Cäsi @Entelchen · 7月8日 
スエーデンが現金廃止。バスに乗るにもカードで支払い。フランスで「陰謀論者」と

して当局からの迫害を受け続けているアラン・ソラルは政党や協会を設立しても銀行

に口座開設を拒否されるため、現金廃止社会では運動の自由もないことを指摘して

いる。

http://www.merkur.de/wirtschaft/schweden-schafft-bargeld-2769638.html …

https://www.youtube.com/watch?v=u2S6VwfHwpI
I Found A Bike Today 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn0FF1KwL4I
Le Velo
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日21:47
りえし @riesea · 8月18日 
火力発電→お湯を沸かしてその水蒸気でタービンを回し発電する。

原子力発電→お湯を沸かしてその水蒸気でタービンを回し発電する。

地熱発電→地下のお湯を汲みその水蒸気でタービンを回し発電する。

せっかくの鹿児島なんだからさ原発じゃなくて地熱発電しろよ！

地熱はミネラルしかゴミ出ねぇぞ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日21:52
Taka @Hatanaka810 · 8月15日 
桜島山腹の水蒸気噴火が始まったようだ…水蒸気が徐々に灰色に(-_-;)
ここから山腹噴火の可能性が高いと予想されるので、噴煙が見える方は３㎞以上離れていても避

難準備が必要と思われます。

噴火後に車で移動するのは困難なので、早急に避難をお勧めします‼

Taka @Hatanaka810 · 8月15日 
桜島は山腹から水蒸気を噴出しているのが確認できる

山体の大規模な爆発的噴火(富士山の宝永噴火タイプ)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日21:53
安保 隆 @AmboTakashi · 8月14日 
溶融デブリに触れた海水による水蒸気は、どんな微細な隙間にも入り込んで、福島原発の土壌を

液状化していく。福島湿原の誕生だ。http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150814/1439556155 …

夕星 @yuzutz · 8月14日 
熱い熊谷市内にも、涼を演出するために水場などが設けられている。当然、皆さんが疑問に思う

とおり、水ではすぐに蒸発、水蒸気爆発の恐れがあるため、水より沸点の高いサラダ油などを水

の代わりに流している。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日21:55

https://www.youtube.com/watch?v=HvZVt_7fK0Y
http://www.merkur.de/wirtschaft/schweden-schafft-bargeld-2769638.html
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【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月14日 
【東北・関東首都圏　大虐殺】いや【日本大虐殺】ですよ。 
一度にこれほど多くの人が、殺されるのは、

地球の歴史上初めてですよ。

トリチウム水蒸気毎日吸い込み

中性子まで浴びていたら 
第二次大戦全世界の犠牲者数も、超えるかもしれない。 

kenji @buick54aki · 8月13日 
放射性水蒸気の

雲は、最初は高熱なので上空まで上ってゆく

ところが雲をつくるエアロゾル微粒子が、ストロンチウムやウラニウムといった重い金属なので

、上空から地表まで一気に降りてくる。重い雲降りた地域は線量が一気に上昇する。鹿島SAでは
通常線量の１０００倍！という線量を記録

急病人

Misaki-7677 @bonchan1 · 8月12日 
来年で５年。いよいよ恐怖の5年目に突入する。自分だけは大丈夫だろうとみんなたかをくくっ
てる。だが放射線によるDNA破壊は容赦なく襲っている。例え低線量でもチェルノブイリでは10
年から15年目がピークだった。福一の放射性水蒸気の写真が出た。カネのある人は逃げた方が
いい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月19日22:01
寝ま〜す…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月20日9:15
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
ふたつのナンチャッテ台風みたいなのがいて地球をひっくりかえすと、まるで昔のパチンコ台

だが、F1の汚染はおもに太平洋側から関東へ直撃。北海道方面も注意。#川内原発 の汚染は朝鮮
半島へ回り日本海側へ引き込むように巻き返してる。#放射能の風
 

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


「センセイ、もしあなたが癌だったら、自分に抗ガン剤打ちます？」／最期まで自分の
肉体を運び動かす健康を維持するため、どんなゴミも心身ともに、いれない、ためこま
ない、だしやすくする生活が大切だとおもいます

http://85358.diarynote.jp/201508200911323426/

原発って必要ですか？／Ｆ１謎の発光現象／北海道は食糧生産が

破壊され／放射性廃棄物が逆輸入／吸い込めば呼吸や心臓が突然

停止／数字は異変を知らせる。

2015年8月20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=uNf7VB8MR0o
自転車にのって / 高田渡＆なぎら健壱＆坂崎幸之助

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
北海道は食糧生産が破壊されるだけでなく、泊原発の近くに世界の原子炉の釜を造っ

ている #日本製鋼所室蘭 や六ヶ所村の核施設、#MOX燃料 を主体に動かす #大間原発
等が置かれる関係から日本が新興国へ原発輸出後、世界中から放射性廃棄物が逆輸入

される北の拠点にされてしまう。いいのか？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201508200911323426/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508200911323426/
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https://www.youtube.com/watch?v=uNf7VB8MR0o


たらちねの母 @forgetmenot_311 · 7月11日 
いい加減、目覚めなさい。 
https://twitter.com/forgetmenot_311/status/619848521500352512/photo/1

おはようございます。

８時の時報を聴きながらＰＣ起こしました。

札幌は気温２０℃。

降水確率２０％がかなり疑わしく思える全天高曇り。

（－－；）

線量はまぁ「低め」な0.040μ）。
湿度もほどほど。

予定は秀岳荘のリベンジと、

運よく自転車が買えれば、そのままそれに乗って、

ダメなら電車で行って、

足元がぬかるんでそうですが、少し（？）森林公園内を歩いて…

源泉、かけ流しますとも…！（＾＾；）

（願掛けがわりに？この曲をもう一回ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=NOHXPNvVEwo
Queen- Bycicle Race 

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 18時間18時間前 
原子力? さようなら 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450273739666509825/photo/1

これの缶バッヂ（３１１よりずいぶん前に脱原発集会で見つけて気に入って買って）持ってたん

だけど、軽井沢で放射能雨に打たれ続けて、サビたので捨てちゃいました…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
Radioactive - Lindsey Stirling and Pentatonix (Imagine Dragons Cover) 

https://twitter.com/forgetmenot_311/status/619848521500352512/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=NOHXPNvVEwo
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450273739666509825/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU


カラパイア @karapaia · 4分4分前 
【RT400UP】 天変地異かよ？天から地を一直線に貫く巨大な光の柱が相次いで目撃さ
れる（イタリア・アメリカ） 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198914.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/634139044989894656/photo/1

地震マップ @eq_map · 48分48分前 � République Démocratique Du Congo 
【M5.1】LAKE MWERU REGION, CONGO-ZAMBIA 15.0km 2015/08/20 07:15:47
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1E6qxCT (USGS)http://j.mp/1hqgyhU

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：08/20 05:25
これが日本の現実。駅で、道端で、乗り物の中で倒れている人がいるなんて、今まで

見たことも聞いたこともない。

http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12031605335.html … 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/634123486789693440/photo/1

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT400UP】 ニキビや吹き出物のできる位置でわかるあなたの健康状態とその解消
法（英研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198375.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/634091233493712896/photo/1

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT1600UP】 「この人危険！」犬が息子を必死に守ろうとする態度でベビーシッタ
ーの虐待に気が付いたアメリカの夫婦 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52139942.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/634089985117851648/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
Ｈ２Ｂロケット５号機が打ち上げ成功！こうのとり分離、国際宇宙ステーション（Ｉ

ＳＳ）に物資運搬へ！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7661.html …
みんな無邪気に喜んでるが、H2Bロケットというのは、そのままICBMに転用可能
つまり宇宙開発の名目で大陸間弾道核ミサイルを作ってる

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198914.html
https://twitter.com/karapaia/status/634139044989894656/photo/1
http://j.mp/1E6qxCT
http://j.mp/1hqgyhU
http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12031605335.html
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/634123486789693440/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198375.html
https://twitter.com/karapaia/status/634091233493712896/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52139942.html
https://twitter.com/karapaia/status/634089985117851648/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7661.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
中国の天津爆発現場で神経ガスを検出！複数の化学物質が混ざり合って発生！「死亡

に至る可能性がある」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7657.html …
イペリットガスは自然発生ではできないよ

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
フクイチ事故の猛烈な放射能被曝を避けようと逃げる中で、２０００人近い人びとが

死亡

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-67ab.html#more …
この2000名を被曝死以外に関連づけている点が気に入らないな

kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
フクイチからは中性子が出て云々と言われてますが中性子って近くの核燃料を刺激す

るんでは なかったかな？ 5・6号機の核燃料なんかは、無事なのだろうか？
https://twitter.com/buick54aki/status/634108154784059394/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 4時間4時間前 
日本を支配したロックフェラー医学がまもなく終了。 厚労省いわく「 抗がん剤治療に
ついては先ほど申し上げているように、見直しの方向であれこれ手を打っているとこ

ろです」 http://www.k2o.co.jp/blog4/2015/08/post-20.php …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
新たなペスト患者か、公園ではリス２匹がペスト死　米加州

http://www.cnn.co.jp/usa/35069082.html …

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 
「もし、ディーゼル発電機が無事だったとしても（福島メルトダウンを）防げなかっ

たのです。なぜなら、海水ポンプが流されたり取水口が砂で埋まったりして海水取水

系の設備は壊滅しており、仮に電気が通じたとしても全く使えない状態でした。代替

する設備は用意されていませんでした。」ガンダーセン

デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 5 時間5 時間前 
＜19(水)17時〜21(金)22時＞ 20(木)は福１からの放射性物質は太平洋上に拡散する見
込み。また、21(金)は東北、北海道に拡散する見込み #Micromedia311 
http://facebook.com/daily.houshano 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7657.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-67ab.html#more
https://twitter.com/buick54aki/status/634108154784059394/photo/1
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https://twitter.com/Micromedia311/status/634068044139098112/photo/1

不正選挙監視団 @rigged_election · 6時間6時間前 
フクイチ事故の放射能が1万キロも離れた北米大陸を汚染し、アメリカの著名医学雑誌
が1万4千名の死者が出たと正式論文を掲載。　http://bit.ly/1vxq47D

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 7時間7時間前 
熱中症 救急搬送者数マップ(平成27年7月・人口10万人当たり)
https://twitter.com/rescuenow_net/status/634047202965360640/photo/1
記事は↓

http://www.rescuenow.net/?p=2113 

飯山一郎 @iiyama16 · 7時間7時間前 
フクイチの地下から途轍もない量の蒸気が噴出してるのに、ソレを１億人の日本人が

吸いまくってしまったのに、人がバタバタと倒れはじめているのに、この絶対的な危

機を認識している指導者は、日本にも世界にもほとんどいない！

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss08191 …

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 8時間8時間前 
頼むから、川内原発の格納容器から核燃料を一刻も早く撤去して欲しいよ。桜島の大

噴火が起こってからでは、間に合わないんだよ。川内原発の風下になるところを考え

て見ろよ。フクイチの事故原因が解明されない「世界一の再稼働基準」なんて、絵に

描いた餅だぞ！

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
もう見たくもない。http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid …
考えたくもない。http://twitter.com/ST0NES/status/634020540231974912 …
じゃぁやめろ？やめられないだろ！@TEPCO_Nuclear
日本列島の病気は自分の病気だ。

何万年さきまで地球の癌細胞。人間が癌遺伝子。#東電の原発事故

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
いやいや、まてまて。

http://twitter.com/ST0NES/status/634019145877618689 …
相手は人類初の原発事故。

われわれ人間の頭では簡単に理解できないような、

https://twitter.com/Micromedia311/status/634068044139098112/photo/1
http://bit.ly/1vxq47D
https://twitter.com/rescuenow_net/status/634047202965360640/photo/1
http://www.rescuenow.net/?p=2113
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss08191
http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid
http://twitter.com/ST0NES/status/634020540231974912
http://twitter.com/ST0NES/status/634019145877618689


もっと恐ろしい #何か かもしれない。
http://twitter.com/ST0NES/status/634008650076393476 …
あの、ナナメに放射する白い発光体。バチバチと‥。何？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
地下から崩壊して金属等と反応して既に手をつけられない by @:RossoJuiz
http://twitter.com/ST0NES/status/633235784632406016 …
ということは？3号機などの周辺の重機や
無謀な片づけ方をしてきた現場の

がれきの塵や埃に含まれる粒子が風で舞いあがったとき

強い放射線で燃やされてる？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
あいかわらず短時間に映像が崩れる状態で‥

http://www.youtube.com/watch?v=qfnUgQND4Kc&t=2m28s …
F1上空に謎の筋状の発光現象‥
なんなんだ！@TEPCO_Nuclear
もしかして嫌な予感が的中？

http://twitter.com/ST0NES/status/633204343555031040 … 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Hiroモン @Winhiro99 · 9時間9時間前 
@ST0NES @cmk2wl 
画像の乱れの後の３号基からの放射能ガス噴出の勢いが増してます�

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
この録画に出ていました。

2015.08.19_18.00-21.01.Unit1side 
http://www.youtube.com/watch?v=qfnUgQND4Kc …
夕方の明るい時間、クレーンのアームがある位置。

そのあたりから20時30分ごろにはじまります。
F1、謎の筋状の発光現象。@cmk2wl

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
確認しました。3号機の横、共用プールの方角。
小刻みに激しく白い光が動いてます。カメラの結露でもない。

不気味です。長時間つづいてます。@cmk2wl

http://twitter.com/ST0NES/status/634008650076393476
http://twitter.com/ST0NES/status/633235784632406016
http://www.youtube.com/watch?v=qfnUgQND4Kc&t=2m28s
http://twitter.com/ST0NES/status/633204343555031040
http://www.youtube.com/watch?v=qfnUgQND4Kc


ふくいちライブカメラ。

右の真ん中あたりに、白い線のようなものが動いていませんか？ 

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
明日20日の朝方から関東の広い範囲は東電福島原発の風下になります。
風向きは一旦東北になりますが、その後も断続的に風下状態に。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/634012006094233601/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
ふくいちライブカメラ。http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html …
右の真ん中あたりに、白い線のようなものが動いていませんか？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました
ゆれたかも…bot
2日間 同じような時間帯にF1周辺で地震。
17日23時49分頃http://twitter.com/YuretaKamo/status/633289587012440064 …
18日23時52分頃http://twitter.com/YuretaKamo/status/633652715806035968 …
しかもF1から南下してる揺れた範囲もほぼ同じ。
核燃料が地下水脈へ触れて爆発して慢性的に地盤の下を汚染？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
中国の爆発現場で神経ガス

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/634011361920462848/photo/1
「19日：爆発現場の空気中から高濃度の神経ガスを検出。　中央テレビでは、神経ガ
スを吸い込めば、呼吸器や心臓などが突然停止し、死亡する可能性があると伝えた

」http://www.jiji.com/jc/zc?k=201508/2015081900180 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2011-10-17
主人はヨーロッパの人

チェルノブイリを体験、どんな悲劇が起こったか知ってる

事故後、何年かして

どんな風に多くの人が亡くなっていったかも

ここはチェルノから１５００km

https://twitter.com/cmk2wl/status/634012006094233601/photo/1
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html
http://twitter.com/YuretaKamo/status/633289587012440064
http://twitter.com/YuretaKamo/status/633652715806035968
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/634011361920462848/photo/1
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201508/2015081900180


あの時一斉にヨウ素剤が配られ飲んだ

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c0293254e4386fce70c78d3a39f3a671 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
（平井憲夫）

原子力発電所というのは

火を燃さないから煙突はいらないのに廃棄塔がある。

ここから２４時間放射能を排出。海へも大気へも。

果たしてそれが、どれ位の量なのか

電力会社も国も「基準値以下だ」と。

原発を運転すればこれくらい出るからと

自分たちが勝手に決めた基準。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
【非常識な日本のガン治療】

国際レベルにくらべて抗ガン剤２０倍、手術１７倍『癌はうかつに治療するな！』

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6422866b5bd50fd6ee1d0d26f4a8d2f1 …
試みに聞いてごらんなさい

「センセイ、もしあなたが癌だったら、自分に抗ガン剤打ちます？」

顔面蒼白になって絶句するのは間違いない

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 
Ｎ▶�日本人を
Ｈ▶�放射能で
Ｋ▶�殺す

https://www.youtube.com/watch?v=6vEb_Oq_mY8
Pentatonix Non Stop 
（とちゅうで「チェロ弾いてる」黒人男性が、かなり好み…♪）
（…なんか「身内」に似てる５人組だ…ｗｗｗ）

amaちゃんださんがリツイート

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c0293254e4386fce70c78d3a39f3a671
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6422866b5bd50fd6ee1d0d26f4a8d2f1
https://www.youtube.com/watch?v=6vEb_Oq_mY8


neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
東京都内では汚染度の高い葛飾区の土壌の上では、

人間よりも生命力の強い蚕でも９５％死滅、残りは巨大化との恐るべき実験結果

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9f3df8d5083b1cdaa279d0a25de4b8dd …
被ばくした親から生まれた子の世代、遺伝異常の発生頻度が高率

『子の世代の約５割で異常』

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 13時間13時間前 
新しい状況が生まれて、新しいデータが獲得できたら、君子豹変すべし。

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 14時間14時間前 
いつ爆発してもおかしくない原発を背負う 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450524633234538496/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
8月19日：桜島
16時：気象庁発表「南岳付近を震源とする火山性地震が引き続き観測。3時13分に小規
模な噴火が発生。山体が膨張した状態が継続。二酸化硫黄は１日あたり100㌧：規模の
大きな噴火が発生する可能性が高く厳重な警戒を」

motty @novtnerico · 23時間23時間前 
〔フクイチ核惨事　３号機核爆発〕◆　原子炉がメルトダウンし、メルトスルーした

時点で、一部の高熱（１００００℃）が「白色光」を伴って、原子炉の蓋、格納容器

の蓋を突き破り、３層のコンクリートシールドプラグを突き破り…屋上を突き貫いて
いた… http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-168c.html …

amaちゃんださんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 8月18日 
福島産木材が岡山の工場でCLTに加工　余剰材がバイオマス発電で燃やされる懸念
http://goo.gl/Y3feRT 
真庭市のCLTメーカー銘建工業が製造販売する木質ペレットの焼却灰からセシウ
ム2600bq/kg　2012年

amaちゃんださんがリツイート 
wanikun @sougofollow_w · 8月18日 
『日本は、もうダメです』⇒ http://amba.to/1Bo8mCb 
電車の座席や床で、駅のホームで階段で、道路で、コンビニ、飲食店内で、寝てる倒

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9f3df8d5083b1cdaa279d0a25de4b8dd
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450524633234538496/photo/1
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-168c.html
http://goo.gl/Y3feRT
http://amba.to/1Bo8mCb


れてる人たち。寝ても寝ても眠い、強い眠気の訳はホの影響では？TVの累積披露は嘘
でしょ 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
THE THE @thethe · 6月1日 
THE HEGEMONY GAMES
USA vs. CHINA
http://tinyurl.com/o4sgrrx 
https://twitter.com/thethe/status/605443427334004736/photo/1 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
suga_sakai @n_syake · 2月8日 
@thetheの『Mind Bomb』は’89リリース。湾岸戦争前だ。この中で”Armageddon Days
Are Here”という曲がある。誰かが熱く叫んでも事態は変わらないのはなぜだろう。今
改めてこの曲を聴く。http://youtu.be/c6wa-qOb8eI

https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU
Imagine Dragons - Radioactive

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 8月18日 
2012年4月22日
福島市、郡山市等の高汚染地の子供達が

将来どの程度がんになるか

試算してみると、ほとんど全員が

がんになって苦しむことに。

内閣参与小佐古敏荘氏が

涙ながらの辞任をするわけだ。

内部被爆を最小限に考えてそうなのだ

国はどう責任をとるつもりなんでしょうね 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
おかあつ日記 @ats4u · 6月15日 
おかあつ日記さんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
本当に、放射能汚染のことをツイートすると、フォロワが目に見えて見る見る減って

http://tinyurl.com/o4sgrrx
https://twitter.com/thethe/status/605443427334004736/photo/1
http://youtu.be/c6wa-qOb8eI
https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU


いく。

だけど誰が黙るものか。出てくる数字は、（今や公式なものを含めても）明らかに異

変を知らせるものばかりだ。みんな麻痺してる。

https://www.youtube.com/watch?v=sENM2wA_FTg
Imagine Dragons - It’s Time 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
marulight @marulight111 · 9時間9時間前 
@ST0NES 水色の地球をそっくりそのまま次へ渡したいです。ワタシ達70%水ででき
てるのに、汚染させてその先に明るい未来があるなんてありえないのにね。

ためこまず出したいです。いいモノに変えて出せる生活がベストなんだけど。

昔の人達の営みの奥の深さに脱帽です(゜ーÅ)

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Priscilla @mikakuson · 10時間10時間前 

仕事場で思い切って、雨に気をつけるようにと伝えてみた。

真剣に聞いてくれた人と

鼻で笑った人がそれぞれいた。

傷つくことも悲しむことも怒ることもない。

雨に当たらないように…
それを家族が守ってくれてる

重曹を入れてお風呂に入る

自分はこうやって生きていく

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
.@marulight111 そして今後どの地域も水が汚染され、人間の住む場所が限定されて
しまっても、最期まで自分の肉体を運び動かす健康を維持するため、どんなゴミも心

身ともに、いれない、ためこまない、だしやすくする生活が大切だとおもいます。そ

の人間だけは記憶を残して次へ渡せます。

https://www.youtube.com/watch?v=4ht80uzIhNs
Imagine Dragons - I Bet My Life 

https://www.youtube.com/watch?v=sENM2wA_FTg
https://www.youtube.com/watch?v=4ht80uzIhNs


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月20日10:05
…「それでも明日、林檎の種を植えよう」…

自転車、買いに行ってきます…☆

（＾ｗ＾；）
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（８月20日）　樹下のベンチで　お昼寝〜♪

http://85358.diarynote.jp/201508201321138325/

夏休みだ…
2015年8月20日 旅行
　

まぁ十分だな、これでｗ

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/environ/parks/nopporo.htm
http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/nature-and-parks/nopporo_forest_park/
道立自然公園 野幌 森林公園
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508201324562751/

「標高８０ｍの高原リゾート」♪

2015年8月20日 旅行 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8月21日9:29
前項トリガー追加参照。

天気と写真はイマイチですが（＾＾；）

ここで２０分、樹下のベンチでお昼寝しただけで、十分、なごみましたよ〜♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日10:53
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24時間24時間前 
8月20日：今朝の雌阿寒岳

8月19日16時：札幌管区気象台
「噴火警戒レベル２・火山活動が活発な状態。7月26日〜8月19日までで990回の火山性地震。ポ
ンマチネシリ火口：小規模噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒を」

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508201340451927/

「野の花ほどに着飾る」道楽。(^_^)。
2015年8月20日 おしゃれ コメント (1)
　

無知と、

足るを、

「知ってる」私は、

けっこう無敵。(‾ー+‾)ニヤリ
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日9:30
だから「着道楽」なんだってば、私！…ｗ
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（８月20日）　千円札、騙し盗られた…

http://85358.diarynote.jp/201508201416033316/

故郷への長（くな）い道…。(^。^;)
2015年8月20日 旅行 コメント (3)
そもそも北海道札幌市じたいが

私にとっては「異郷の地」なんだから…(^_^;)…

「夏休みだから、遠くへ。」

「行かなきゃツマンナイ！」

 
なんて、変な強迫観念に囚われてるほうが、

おかしくないかぁ〜…？

σ(^◇^;)。。。

 

  
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月20日15:32
…辛落園（仮名）のねーちゃんに
千円札、騙し盗られた…
(∋_∈)

二度と行くまい。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月20日19:08
財布の残高を数えてみても、

間違いなく騙し盗られた。

(-_-#)

あのヤリクチは、

常習犯だと思う。

（ポスター貼ってるくらいだ、

欺民盗淫のコだろう！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日11:18
amaちゃんだ @tokaiamada · 41分41分前 
自民党・公明党をこの世から追放しなければ、日本国民は間違いなく滅亡するだろう
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（８月20日）　今日も今日とて大魔王エル様に長時間ダイエット散歩を強いられ、　
１０日で２kg！　ちゃんと痩せつつあることは、ご報告しておきます…

http://85358.diarynote.jp/201508202221277010/

ご報告。

2015年8月20日 ダイエット コメント (1)
　

先ほど無事帰投。

２２時２２分。

(^_^;)

今日も今日とて大魔王エル様に無駄に長時間ダイエット散歩を強いられ、(-"-;)

疲れたからと、こんな食生活のワタクシですが…
(∋_∈)

ダイエット始め「させられ」てから

１０日で２kg！

o(^-^)o

…一応、ちゃんと痩せつつあることは、ご報告しておきます…

(‾ー+‾)ニヤリ

 
 
 

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8月20日22:27
 
ちなみにコープの野菜カレーはマズカッタです…(-_-#)…

二度と買わん。(-_-#)
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（下旬）
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（８月21日）　ビタミンＣは、副作用ほぼゼロの天然の抗がん剤です。

http://85358.diarynote.jp/201508210624116148/

8月21日の日記
2015年8月21日 環境は、生命圏で、生存権。
 
おはようございます。

ワハカナ06時25分。
天気はこんなです。(^-^)g

暑くなりそうですが、

洗濯物がよく乾くでしょう。

o(^-^)o

大魔王エル様の狂制ダイエット凶化合宿？的な、

無駄に徒労な町歩きだけで終わってしまいそうな連休ですが、

(-.-;)

せめて今日は家事を

頑張ります…！

o(^-^)o
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508210919427072/

旨かった♪(^-^)g
2015年8月21日 ダイエット コメント (3)
　

昨日の収穫。（＾＾）ｇ

源泉帰りの水分確保に、

http://onsen-kiyora.com/
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最寄りのダイソーで発見。

カフェインゼロ。

カロリーもゼロ♪　(^-^)g

怪しい添加物も、

危ない人工甘味料も、

ゼロ♪

いつも「風呂上りの杜仲茶」ばっかりだと

http://www.sangaria.co.jp/tochucha/

さすがに飽きるので…

今度から、これとちゃんぽんにしよう♪

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日21:27

AKIRA 2024さんがリツイート 
harima @harima21 · 6月16日 
ビタミンＣは、副作用ほぼゼロの天然の抗がん剤です。普通の人が病気にならないためのビタミ

ンＣの必要量は５．５〜１６．８マイクログラムです。がんの治療のためには、これを３５００

〜４０００マイクグラムの高濃度になるようにして投与します

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304274&g=132102 …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日21:28

AKIRA 2024さんがリツイート 
社畜 @ShachikuNow · 8月14日 

http://www.sangaria.co.jp/tochucha/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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「自称・目覚めた人間」こそ危ない。知識をどんどん高め、自分を理解しない人々を無関心だB層
だと馬鹿にし「私はもう騙される事はない」と思ってる人間ほど大きく騙される。支配者が振る

猫じゃらしの先っちょにすぐ飛びつく。敵は手強いよ。大衆心理をもの凄く研究してる。周りを

見てよ。罠だらけだよ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日21:40

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
北朝鮮の池在竜駐中国大使は、北朝鮮の前線地帯が予定通り「準戦時状態」に入ったと

http://www.47news.jp/news/flashnews/ 
自分を支えてきた腹心を次々と殺害している金正雲のことだから、思慮皆無、思いつきで暴走す

るのだろう

本気で戦争を始めかねない
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（８月21日）　政権は 戦争音頭 を踊り続ける八月。貧乏だけど健康なのと、お金持ち
だけど癌にかかってしまっているの、どっちがいい？

http://85358.diarynote.jp/201508211045379736/

原子力はもういらねぇ！／真っ先に死に始めるのは子ども達なん

です／死刑相当の重罪／踊り続ける８月。

2015年8月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

高野 洋 / 反戦・反核・反自民改憲 @takano_hiroshi_ · 8時間8時間前 
深夜にふと怖くなる。

地震と津波なら被害者を支えて立ち上がれたはずだ。

原発が為政者の無能を隅々まで露呈させた。

経済は早晩破綻する。

フクイチ地下では燃料がますます蒸気を吹き上げる。

桜島のみならず、日本中の火山が暴れている。

2015年 政権は戦争音頭を踊り続ける八月。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13 時間13 時間前 
食品の放射能汚染の検査は

定期的に、かなりこまかく、数千単位の品目で国が調べてるけど、報道されてないだ

けで、厚生労働省などが、ネットでは定期的に公表してる。今も食品の100ベクレル超
えは数々ある。その結果を見た方がいいと思うけどね。というか、何で見てない人が

多いのか？と思う。

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

あらためまして、まだ「おはようございます」？

０９：５１です。

http://85358.diarynote.jp/201508211045379736/
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札幌は快晴＋微風。

ひさかたぶりに、線量も風量も砂塵も湿度も低いので、

朝から洗濯して、

ひさかたぶりに、「洗濯物を外干し」してます…♪

乾く　o（＾ｗ＾）o　乾く…♪

https://www.youtube.com/watch?v=zG-gmZe098Q
若旦那 / 『洗濯日和』@Shibuya O-EAST 

「洗濯物がよく乾く♪」という、ただそれだけでこんなに気分がアゲアゲになるワタシは、けっ

して家事が嫌いなわけではないと思う…

…（＾＾；）…んですが。

なんでこんなに、家のなかがぐちゃぐちゃになっちゃってるんでしょおねぇ…？？

…（－－；）…

それにしても何ですか、この地震の多さ…★

https://www.youtube.com/watch?v=TIRNixB9I2s
大神－ミカン婆の洗濯歌♪

びば♪　手洗い洗濯…♪

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
これは大笑い

「おでんPOPが五輪エンブレムを想起させる」組織委がセブンイレブンに「待った」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150820-00003580-bengocom-soci …
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcTmB1TmIrSkF8yTUXTKAeJwTtkdtl3lJbC_CLTTzm0IpaRkbuPUDg …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=zG-gmZe098Q
https://www.youtube.com/watch?v=TIRNixB9I2s
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150820-00003580-bengocom-soci
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SUMMER TIME BLUES （原子力はもういらねぇ！）
http://www.youtube.com/watch?v=GpF3hoKLiFY&sns=tw … @youtubeさんから

窪田 誠／緑の党Greens Japan @kubota_photo · 19時間19時間前 
上手い！

オリンピックのエンブレムは、話題の佐野研二郎氏ではなく、これをデザインした人

に依頼してたらよかったのに…。 
https://twitter.com/kubota_photo/status/634270406048808960/photo/1 

amaちゃんだ @tokaiamada · 21時間21時間前 
不倫サイト利用者3600万人の個人情報がハッキングされ公開されたことで、中東に多
くの登録があり、これはシャリーア法によれば死刑相当の重罪

現地は大慌ての模様

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150820-00000012-bloom_st-bus_all …

わはは☆　bit.lyさん、かっけぇｗｗｗ

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
文明に飼い馴らされたロンパールームな頭じゃ

このアカウントを論破するのは無理だよ。

おとといこいとは云わねぇよ。

人間やりなおして

　　　　白亜紀に来な。

http://twitter.com/search?q=ST0NES+until:2038-01-19&src=realtime=default&f=tweets
…

https://www.youtube.com/watch?v=Zo7iRKChJeg
2008年度課題曲(Ⅱ)　マーチ「晴天の風」

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
below @Alphatozule · 4月11日 

http://www.youtube.com/watch?v=GpF3hoKLiFY&sns=tw
https://twitter.com/kubota_photo/status/634270406048808960/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150820-00000012-bloom_st-bus_all
http://twitter.com/search?q=ST0NES+until:2038-01-19&src=realtime=default&f=tweets
https://www.youtube.com/watch?v=Zo7iRKChJeg


"@ST0NES: ごたくはいいからマスクしろ！
@Plutokun_Bot 貧乏だけど健康なのと、
お金持ちだけど癌にかかってしまっているの、どっちがいい？"
https://twitter.com/ST0NES/status/515274125573496833/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=KR1HLWkecd8
2011年度課題曲(Ⅳ)　南風のマーチ 

amaちゃんださんがリツイート 
上がりの朝 @yamiagarimorn · 20時間20時間前 
上がりの朝さんがリツイートしました NHK　Eテレ編集部
https://twitter.com/nhk_Etele/status/633231899528302592 …
NHK教育で「無知な女子高生に愛の鞭を打つ」と言うからには、この社会が「若い女
は無知」「無知な若い女が愛される」「愛ゆえの暴力は公認される」という命題を受

け入れることを期待してるわけだよな。

amaちゃんだ @tokaiamada · 24時間24時間前 
40年近い前、共産党系の労組の役員やってて、共産党幹部に「原発に反対しない
のか？」と問うたら

「共産党の指導する正しい原発は推進」と答えた

これに文句をつけたら、たちまち異端視「トロツキスト」とレッテルを貼られて追い

出された

今も共産党は福島の除染を言うが子ども達を脱出させない

amaちゃんださんがリツイート 
城山キーウィ @ShiroPineapple · 2013年7月29日 
@fujioka4649 もう一点。共産党主催の金曜デモでは、首都圏反原連のチラシが配布さ
れ「脱原発」のシングルイッシュ〜に限ると。「瓦礫拡散」「脱被曝」「除染の無駄

」などは全て語ることを禁じられました。つまり、共産党の政策に反するから。言論

を弾圧された党が今や言論弾圧！

amaちゃんださんがリツイート 
城山キーウィ @ShiroPineapple · 2013年7月29日 
@fujioka4649 日本共産党中央委員会の方は、「東京は全く安全です。だから私もこう
して東京にいるんです。」と。そして、私はその会話を聞いていた中の人たちからの

https://twitter.com/ST0NES/status/515274125573496833/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=KR1HLWkecd8
https://twitter.com/nhk_Etele/status/633231899528302592


嘲笑を電話越しに受けました。あなたは、中央委員会が言うように東京は全く安全だ

とお考えですか？

amaちゃんだ @tokaiamada · 8月20日 
放射能は真っ先に胎児を襲い、殺す

次に乳児幼児を襲い子ども達を襲って殺す

老人は被曝感受性が弱いので最期まで生き残る

2016年問題、真っ先に死に始めるのは子ども達なんです

https://www.youtube.com/watch?v=5ENHACSmlWI
◆T3. さんぽ （となりのトトロ） 秋山カズ 

カラパイア @karapaia · 45 分45 分前 
【RT4300UP】 ふくろう＝かわいい、猫＝かわいい。合体するととにかくやばいこと
がわかる26枚の画像 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52161859.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/634517819057664000/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=1vH_8bJnEy0
森 昌子　洗濯日和 2011 Masako Mori Sentakibiyori 　
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5ENHACSmlWI
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52161859.html
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（８月21日）　「熱中症搬送者2万4567人」／どうして気付かない？というレベルの失
敗／冗談のように思えるニュースだけど小型機が胴体着陸「車輪を出し忘れた」#札幌

http://85358.diarynote.jp/201508211147418658/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日14:11
昼前から急速に雲が拡がり、

予報無視で一雨来そうです。

(-"-;)
洗濯２回戦進出の野望は頓挫。

(T_T)
しかし朝イチの手洗い手絞りで干した衣類は、冬物の残り以外は、昼までに見事に乾きましたよ

…

天晴れ！o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日14:14
気温以上に変な暑さを感じる。

(∋_∈)
なんか、キテないか…？
 

速水翼が脳幹出血のため逝去／みどり？って、あのミドリ？／高

濃度放射性水蒸気／原因は放射能被曝か？

2015年8月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=1krrSuG5inw
魔法陣天使1-晴れてハレルヤ OP2 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2 時間2 時間前 
今日の犬吠埼 8/21 9:13 濃霧
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/634519027575033856/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
天津事故でもあった金属ナトリウム。水分と激しく反応して燃焼し水素を発生させる

。それが爆発を招く。

こんなものが高速増殖炉もんじゅの冷却材として使われている。それも金属ナトリウ

ムを液状にしておくためには 200度を保たなければならない。早くなんとかしないと地
球が終わる。

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT100UP】 2100年、地球の海はまったく違う姿に変わっている 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198783.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/634505230428860418/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：08/21 05:19
Lulu__19
ＭＩＮＭＩ、４歳次男の体の一部が壊死　

http://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2015/06/09/0008106379.shtml …
Lulu__19
湘南乃風の若旦那の次男の足が壊死　

http://bazzbazz.com/?p=608

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：08/21 05:20
Lulu__19
左足壊死ニキ、原因は放射能被曝か？　蜂窩織炎

（ほうかしきえん、皮膚の深いところから皮下脂肪組織にかけての細菌による進行性

の化膿性炎症）　

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12140314137 …

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
天津事故の影響なのか、体調不良の話が沢山来ています。

本当に注意が必要です。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：08/20 22:54
うっかりというよりは、痴呆症に近いのでは

どうして気付かない？というレベルの失敗が多い

http://enoge.org/archives/1037344291.html …
#足５本で年賀状回収ｏぎょざうも酷い
https://twitter.com/kurokanbito/status/535075611543224320/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 3時間3時間前 
@tokaiamada 楢葉町は平成２９年４月に町内で小中学校を再開する
http://www.minpo.jp/news/detail/2015082124816 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：2015/08/20(木) 22:53 ID:XXXXXXXX
「頭痛」ツイートがすごい

ほとんど野戦病院の様相

「頭痛」googleトレンドも最高値をグイグイ更新中
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/634504825967890433/photo/1
#ヤフー短期スパンでは現れない 

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 3時間3時間前 
どうして韓国だけ訴えたの？

福島原発事故後の世界各国の日本食品輸入禁止地図が衝撃的！

現在も世界の主な国々のほとんどが日本食品規制中！

詳細→　http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6541.html …
真実はネット上で 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/634512246610247680/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
「公共放送が、日本会議など国家神道系政治団体の主張内容を電波に乗せて宣伝して

いる：山崎 雅弘氏」　
http://sun.ap.teacup.com/souun/18143.html#readmore …
これ事実！　見ていて激怒、腹の虫が治まらない

またアカウント凍結されるから書きたいことも書けない

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
“仏敵”と罵倒…創価学会「安保反対サイト」に陰湿な嫌がらせ 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/162899 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
スペイン南東部ペトレル（Petrel）で、障害者用の駐車スペースに止められている警察
車両の写真を投稿した女性が、「市民安全法（Citizens Security Law）」に違反したと
して、800ユーロ（約11万円）の罰金を科された
http://www.afpbb.com/articles/-/3057862 …

デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 7 時間7 時間前 
【東北注意】＜20(木)17時〜22(土)22時＞ 21(金)は福１からの放射性物質は東北に拡散
する見込み。22(土)は関西、中部、東北に拡散する見込み #Micromedia311 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10 時間10 時間前 
とくに8月17日以降‥
http://twitter.com/ST0NES/status/633235784632406016 …
#東電の原発事故 現場を映す4号機側のカメラは妙にモノクロっぽい。
わざとピントを暈して画面の半分から下を薄くして

何かハメコミ画像で処理してやがるだろ。

バレてんだよ。毎日みてて。@TEPCO_Nuclear

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 
川内で何か起きているか、他の原発の再稼働の動きを隠そうとしているな。

テレビニュースがデモの予定をわざわざ言うのはおかしい。
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https://twitter.com/kurokanbito/status/535075611543224320/photo/1
http://www.minpo.jp/news/detail/2015082124816
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/634504825967890433/photo/1
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http://twitter.com/ST0NES/status/633235784632406016


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
放射性ヨウ素は、１週間程度で200万から1000万倍に濃縮する
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b5ad0690dfb56fca2e749a4248909349 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
「熱中症とみられる症状」という表現の報道が多かった。

「みられる」とは推測だ。1か月間に約25000人も救急搬送されていたら「これは異
常だ」と思ってる人が大多数。もう隠せない

「熱中症搬送者2万4567人＝7月では過去最多」

AKIRA @AKIRA23150220 · 13 時間13 時間前 
AKIRAさんがリツイートしました たいよう
乗務員の急病って、運転手じゃないだろうな。

高濃度放射性水蒸気を吸い込むとバタバタと人々が倒れていく。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
#内部被曝は累積する。
http://twitter.com/ST0NES/status/634329179618603009 …
http://twitter.com/ST0NES/status/634338904556998657 …
http://twitter.com/ST0NES/status/634344346301526016 …
http://twitter.com/ST0NES/status/634330839099179008 …
官僚どもも@MHLWitter、このタグひっくりかえして読んどけ。#累積

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
資料‥ね。

内部被曝について真剣に調べて…放射能の影響は白血病や癌ばかりでなく、いわゆる
エイジング、老化促進だという事がわかりました

http://twitter.com/ST0NES/status/516790610313752577 …
医系技官は放射線障害がガンと白血病だけだと考えている…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
そもそも白血病という括りも医療産業と原子力業界、抗癌剤はじめ薬品メーカーやワ

クチン業者の仕組んできた策略。原因も治療もヒトの命を喰い物にしてる連中が庶民

に植えつける恐怖。HTLV-1ヒトT細胞白血病ウイルス1型？お前ら731部隊の末裔が撒
いてるんじゃないのか？@MHLWitter

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
2015年8月13日〜今日8月20日20時15分まで。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/634326903059431424/photo/1
この1週間に日本で起こってる地震の分布図。　この状態で地震は、やや減少傾向。こ
こに54基も原発を造ったのは、誰だ。自民党だ。（データ：NIED：防災科学技術研
究所）

AKIRA @AKIRA23150220 · 14時間14時間前 
世界のトップ企業であるグーグル社やアップル社が、フクイチ発のプルーム（放射

能雲）が到達して深刻な汚染状況になっているカルフォルニアにメイン・オフィスを

移動中。「情報感度」ゼロ。何も知らないののだ。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：08/20 18:27
doederleini
2013年の春頃から、息子は睡眠障害だ。異常な眠気で、通学の電車に座った途端眠り
に落ち、終点まで行ってしまう事が度々で、やがて朝起きなくなった。やはり、影響

があると思う。2011年度、10歳だった彼が取り込んだ放射能…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
青森県@AomoriPref六ケ所村2015年8月3日には大量の放射能モレ！
http://twitter.com/ST0NES/status/628157798539366401 …
隠すなよ。@gensiryokukisei規制委、保安規定を認可？日本原燃・ウラン濃縮工場、全
工程が稼働可能に？http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E9%9D%92%E6%A3%AE+OR+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E7%87%83&src=realtime=default&f=tweets
…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
閉鎖しろ！原子力規制委員会@gensiryokukisei 
2015年8月19日、日本原燃のウラン濃縮工場（青森県六ケ所村）…遠心分離機が稼働
中だが、濃縮度を均質に調整するプロセスが使用できなかったため、最終製品を製造

できない状態だったhttp://www.shimbun.denki.or.jp/news/main/20150820_03.html …

早川由紀夫さんがリツイート 
ファーマーはみこ 8383@hamiko · 14時間14時間前 
ファーマーはみこさんがリツイートしました Ryusuke IMURA
非常に危ないのに噴火予知連の集まり鹿児島市で明日やるの？危機管理の観点から不

適切のような・・・ 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
早川由紀夫さんがリツイートしました 中島 大
よほど世間を知らないんだね。火山噴火予知連絡会は、噴火予知するところじゃな

いよ。噴火予知を名目とした予算の配分機関だよ。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 18時間18時間前 
今日は薄くてもhttp://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid …
ほぼ毎日が緑に霞むF1上空@TEPCO_Nuclear
。http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%23GreenPlume+OR+%E7%B7%91+OR+%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%82%8A+OR+%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA+OR+%23GreenSmokeGas+OR+%E7%B7%91%E8%89%B2+OR+%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%B9+OR+%E3%82%AB%E3%83%89%E3%83%9F%E3%82%A6%E3%83%A0&src=realtime&f=tweets
…
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E7%B7%91&ao=a&order=allasc&page=6#cal
…
みどり？って、あのミドリ？

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
石川迪夫 迷言集
「世界が予想しなかった事故」

「天災というのはそんなにしょっちゅう起きてたら天災じゃない」

「福島の事故は津波がなければ起きていなかった」

「8時間以内に電気が来ていれば、今の事態にはなっていない」
「原発は30年どころか、60年、100年だって大丈夫ですよ」

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 19時間19時間前 
@onodekita 「人食いバクテリア」患者数、過去最多に　最多は東京都
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a 
きてますね。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
"@pecko178 汚染水をコントロールするよりも、日本人をコントロールする方が簡単"
次々に怪事件やオカシナ事故が報

道http://twitter.com/ST0NES/status/633610237765816320 …
→ドラマ仕立てに演出、展開→もっとスゴイ内容で刺激！

→ドラマに厭きる→もっと過激に視聴率を！→汚染水？忘れる。

amaちゃんだ @tokaiamada · 20時間20時間前 
これが後生に残るであろう偉大な九州電力様の火砕流シュミレーション

https://www.nsr.go.jp/data/000035511.pdf …
桜島は姶良カルデラ噴火の一部

3万年前の噴火では、立派に川内原発地域を火砕流が埋め尽くしている
http://www.stoneworks.co.jp/information_01.shtml …

amaちゃんださんがリツイート 
ロイター.co.jp @Reuters_co_jp · 20時間20時間前 
中国天津市、シアン化合物の水中濃度が基準値の最大277倍 http://bit.ly/1JknrLX

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
火山噴火はもちろん影響するけど、福島原発事故は冷却水損失、電源損失、地震によ

る燃料プールのひび割れ。津波による非常用ディーゼル発電機の喪失等々、一つでも

あぶないのに、複数の出来事が起きたこと。

「火山噴火の可能性」を持ち出す前に、結果が出ていることを突っ込むのがいい。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 22時間22時間前 
核実験でhttp://www.youtube.com/watch?v=fvB9HdtAjvY …合州国の陸海空を40年以上
かけて核汚染させた地域、ネバダ州の距離から、この位置なら、#カリフォルニア 湾岸
もデンバーも当然、汚染されてるよな。#東電の原発事故 だけが汚染源ではない。
https://twitter.com/ST0NES/status/634207121492447232/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 22時間22時間前 
今日の犬吠埼 8/20 13:22 曇り、濃霧
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/634219375671709697/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 22時間22時間前 
天津爆発では、神経ガス（イペリット？）が検出されていて、爆発の化学反応と説明

されているが、ありえない

最初からイペリットが放出されたのだ

http://www.asahi.com/articles/ASH8M5Q0RH8MUHBI00T.html …
爆発の威力はニトロ系爆薬以外では出ない

完全にプラスチック爆弾級の高威力爆弾が使われた

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 22時間22時間前 
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http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E7%B7%91&ao=a&order=allasc&page=6#cal
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http://twitter.com/ST0NES/status/633610237765816320
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http://www.asahi.com/articles/ASH8M5Q0RH8MUHBI00T.html


ネバダ州での核実験〜http://blogs.yahoo.co.jp/hsm88452/45375686.html …
1951年から1992年にかけて928回の核実験が行われたことが公表されている。うち、
828回は地下核実験…多くの人々がガンになって死んでいるというドキュメンタリーが
あ

る

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93#.E3.83.8D.E3.83.90.E3.83.80.E5.B7.9E.E3.81.A7.E3.81.AE.E6.A0.B8.E5.AE.9F.E9.A8.93
…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し：2015/08/20(木) 12:37 ID:XXXXXXXX
冗談のように思えるニュースだけど

小型機が胴体着陸「車輪を出し忘れた」

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150820-00000004-nnn-soci …
#札幌

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し：08/20 11:23
kiyama0405
東京工学院でマンガ講師としてご活躍でした速水翼先生が脳幹出血のため、昨日逝去

されました。8/22に荼毘に…場所は江古田斎場(西武池袋駅…
#参考 http://www.technos.ac.jp/manga/koshisyokai.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 22時間22時間前 
天津爆発について曝露情報がある

爆発地点から２００ｍに天津市公安局があり建物内にいた200名全員が行方不明
その周囲に2000名の居住する団地があったが爆発で倒壊、跡形もない
もちろん居住者とも連絡が取れない

するとガセネタ拡散で逮捕されたサイトの、死者1200名でも少なすぎる

amaちゃんだ @tokaiamada · 23時間23時間前 
日本年金機構が、厚生年金に加入する会社員などの個人情報をディスクに入れ勤め先

に送る際、読み取るためのパスワード（ＰＷ）を同封し、普通郵便で送っていたこと

がわかった

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150820-00000007-asahi-soci …
こいつら、仕事へのやる気絶無じゃないのか？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24時間24時間前 
8月20日：今朝の雌阿寒岳
8月19日16時：札幌管区気象台
「噴火警戒レベル２・火山活動が活発な状態。7月26日〜8月19日までで990回の火山
性地震。ポンマチネシリ火口：小規模噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に

警戒を」 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
GuciYama @GuciYama · 8月19日 
アメリカの飲料水にウランがというニュースだが、あっちで騒動になってるのだろ

うか。あんまり主要ニュースには載っていないようだが

http://www.businessinsider.com/high-uranium-levels-of-drinking-water-in-the-central-us-
2015-8 … 
https://twitter.com/GuciYama/status/634042672370462720/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 8月20日 
放射能が人類の経験を何桁も超える凄まじい毒物であると知っていますか？

体内に１万ベクレルもあれば多くの人が心筋梗塞や脳梗塞で死んでしまう

１万ベクレルの重さは0.00000000311グラム
これを測定できる計量器は存在しない

ポツリヌス毒素の致死量は0.000008g
桁違い

amaちゃんだ @tokaiamada · 8月20日 
ウクライナ・ロシアではチェルノブイリ事故から5年後
128市町村が新たに強制移住となった
その土壌汚染基準は555000Bq/㎡
空間線量は１ｍで0.28μSv/h
だった

amaちゃんだ @tokaiamada · 8月20日 
フクイチ事故後の放射能汚染被曝について、政府は歴史的巨悪、関係者全員が死刑

になってもおかしくないナチスなみの犯罪を行っている

その隠蔽は

①被曝による死者は皆無

②首都圏には軽微な汚染しかない

③20㍉Sv環境でも安全に居住できる
これは世紀のウソであり、真の極悪犯罪です

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 2014年4月5日 
ケムトレイルの中身とワクチンの中身とチタンとトリチウム

http://desuperado.seesaa.net/article/393803537.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
prometheus @prometheus2054 · 2013年1月22日 
#ケムトレイル には何が入っているのか http://bit.ly/Wi3Xfd バリウム、アルミニウム酸
化物、チタニウム、マグネシウム、BannEthylene dibromide。さらには、人の赤血球
、バクテリア、カビ菌その他毒性物質からできたナノ粒子も検出されている。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2011年10月23日
（千葉県柏市内）

千葉県立柏高等学校の校門前

大気中の値は胸の高さで0.22μSv/h　
路上にたまった砂の上で6.37μSv/h　
福島第一原発からの距離は約200km。
東京中心部まで約35km。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9d71b56844f3e161c762bca523f739de …

＞みどり？って、あのミドリ？

http://76519.diarynote.jp/200610220055580000/
連載（2周目・最終戦争伝説）

https://www.youtube.com/watch?v=qqprM9t-ZrM
2010年度課題曲(Ⅲ)　吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」
 

http://blogs.yahoo.co.jp/hsm88452/45375686.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93#.E3.83.8D.E3.83.90.E3.83.80.E5.B7.9E.E3.81.A7.E3.81.AE.E6.A0.B8.E5.AE.9F.E9.A8.93
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150820-00000004-nnn-soci
http://www.technos.ac.jp/manga/koshisyokai.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150820-00000007-asahi-soci
http://www.businessinsider.com/high-uranium-levels-of-drinking-water-in-the-central-us-2015-8
https://twitter.com/GuciYama/status/634042672370462720/photo/1
http://desuperado.seesaa.net/article/393803537.html
http://bit.ly/Wi3Xfd
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9d71b56844f3e161c762bca523f739de
http://76519.diarynote.jp/200610220055580000/
https://www.youtube.com/watch?v=qqprM9t-ZrM


（８月21日）　とりあえず、「この連休」分は終わり☆

http://85358.diarynote.jp/201508211844038107/

（作業厨〜）　音匣　３

2015年8月21日 音楽 コメント (1)
　

（なかなか減らない（＾＾；）ので、画面が音楽トリガーまみれなりよ…☆）

★まぁ、もういいかな…

https://www.youtube.com/watch?list=RDbZ_BoOlAXyk&v=70EvLqYvJks
David Garrett - Smooth Criminal 

https://www.youtube.com/watch?v=J52KHQMCLVI
悲しみだけで生きていけない 　奥華子　okuhanako 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1egA3OCCzE
I’ll be here 

https://www.youtube.com/watch?v=3f9G9ofyGwk
τнε ௰αү [Saiyuki AMV] 

https://www.youtube.com/watch?v=DXjk55xd9wo
AMV ~Saiyuki Gaiden~

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=rH-Qw2pbrNk
Epic Video Game Music: Civilization V (Full Deluxe Soundtrack) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sIrkA28mmPQ
TM NETWORK BEST No.1 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3GaUMTJBDAA
Claudie Mackula "Pure Harmony" Beautiful Soothing Vocal Acoustic Celtic Emotional Music [31
minutes] 

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

☆まだまだ聴く…♪

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

https://www.youtube.com/watch?v=LBxsDYOAKok
Best Cycling Songs for 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=qqprM9t-ZrM
2010年度課題曲(Ⅲ)　吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」 

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
Radioactive - Lindsey Stirling and Pentatonix (Imagine Dragons Cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=6vEb_Oq_mY8
Pentatonix Non Stop 

https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
Hang Massive - Once Again - 2011 ( hang drum duo ) ( HD ) 
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https://www.youtube.com/watch?v=6BTjG-dhf5s
Daddy Yankee - Limbo 

https://www.youtube.com/watch?v=hZh-1eSM27c
African music - MASALA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GKM0zRGxHsI
My ultimate top ten 80’s songs! (full songs)
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日18:54
とりあえず、「この連休」分は終わり☆
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（８月21日）　かの巨大地震や津波が起きてなかったら「時空の揺らぎ」も起きて
なかった。 「イリヴィッチ報告」や「核放射線の突発的大量放出」が、”時空の穴”を
作る。」／ネタだ…ｗ　すべてたんなるＳＦネタ

http://85358.diarynote.jp/201508212200206330/

東電は「コントロールできていない」と涙目で白状した。それを

ガン無視したのは政府なのだ／日本国内では絶対に報道されない

／事故を起こす為の再稼働／この間の地震：１０回。

2015年8月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

AKIRA 2024さんがリツイート 
knznymmmy @knznymmmy · 23時間23時間前 
フクシマなんか今更測定する意味もねえだろ

のび太に「この前のテスト何点だった？」って

聞くようなもんじゃねえか

AKIRA 2024さんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 8月19日 
原発がある国では、雨に当たることが、死を意味する。

空から恐怖の大王が降ってきたと思えばよい。

それほど、雨は、万病の元。

雨にまつわる日本文化は、死に絶えたと言ってもよいだろう。

外で部活とか、頭がおかしい。

わざわざ白血病になるために、やっているようなものだ。

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

こんばんわ。２０：０６です。

札幌は曇天無風。２３℃です。

折り畳み自転車は通販に限る！…という結論に至り、ふつうに通販の感覚で購入しようとしたら
、ラクテンに会員登録しないと買えないとかいう敷居の高いお店で…（〜〜；）…ついでにカー
ドも申し込むと割引になるとかで…（〜〜；）…

入力項目のあまりの多さに「…罠…?!」と、３分の２ぐらいあたりでザセツして、それまでの努力
も無にしてページを消去してしまうワタクシは、今生が、もとい、根性とか忍耐とかが、足りな

いんでしょうか…？？

（いや、入力の途中で、頭痛と吐き気と眩暈…までしてきてしまうのは…大魔王エル様の妨害に
違いない…!!ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=EyLiE_dkNvs
David Garrett - Devil’s Trill Sonata 

AKIRA 2024さんがリツイート 
nori @n0ri_tiki · 8月6日 
MIMIC-TPW 
地球上の電磁波状態をモニタリングしているサイトです。人工的な何か？でめちゃ

くちゃな危険な状態の現在の地球。

https://twitter.com/n0ri_tiki/status/629298161635430400/photo/1
http://bit.ly/1eVdvMK 
ここまでの、初めて見た。

https://www.youtube.com/watch?v=tccmmJfb1XE
David Garrett performance at Electric Lady Studios 

…いやマジで。なんかすごい急激に気分が悪くなってきた…
…（〜〜；）…
胃が痛い？吐きそう…？？
なんだこれ…？？

kenji @buick54aki · 5 分5 分前 
ローマ法王やケネディ大使にも「中性子線情報」が！ : 大摩邇（おおまに）
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http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1950814.html …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 35分35分前 
なんだよ。また #F1地下の再臨界爆発 かよ。
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E6%9A%B4%E8%B5%B0&src=realtime=default&f=tweets …
そういう お知らせしてくれてるんだろ？
@Plutokun_Bot リセットボタン連打してる
7:46 p.m. - 21 Aug 2015
http://twitter.com/search?
q=Plutokun_Bot+%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E9%80%A3%E6%89%93%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%8B&src=realtime=default&f=tweets
…

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 39分39分前 
「わたしたちは、桜島から引っ越したほうがよいんですか？ 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/634687367404613636/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 55 分55 分前 
中国当局、株主の違法な保有株売却を厳格に処罰する方針

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150821-00000079-reut-bus_all …
おいおい、株市場で売買を禁じたら、そりゃ株市場じゃないだろ

中国政府の集金市場だけじゃないか

AKIRA 2024さんがリツイート 
弁護士ドットコムニュース @bengo4topics · 2 時間2 時間前 
【NEW】「私が大量被ばくしたのは国と東電のせい」元双葉町長・井戸川氏の裁判始
まる http://www.bengo4.com/gyosei/1127/n_3581/?via=twitter … #bengo4topics

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 2時間2時間前 
だよねぇ・・・

ほら、放射性物質のついてる塵ほこり

あれ吸い込んじゃうと結核なんじゃないかってくらいの咳が出てくるもんね。

そう、咳がでてくるの。それもちょっと普通じゃない咳が。

あれが雨粒にタップリ混じって降ってた２０１１年には

眼もやられたんだ。もの凄く痒くなる結膜炎。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
早川由紀夫さんがリツイートしました 
Prof.Nonnderu YAMA
レベル1のまま63人死んでも許されたのだから、レベル3に戻したって別にいいだろ【
猛毒】。 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
噴火予知連は口永良部島も議題にしたはずだが、報告は何もない。まだレベル5のま
まだ。もうすぐ3ヵ月になる。なんてひどい話だ。

kenji @buick54aki · 2時間2時間前 
フクイチの作業員で東京に逃げてきて生活保護を受けてる人からハッキリと4号機プー
ルは初期の爆発で燃料棒はその辺に散らばっていると言っていたよ。これで確実な猿

芝居と断定できるね。　それとメルトダウンは頻繁に起きている

不正選挙監視団 @rigged_election · 2時間2時間前 
世界はフクイチの状況に注目している。日本ではフクイチの情報が隠蔽されている。

台風の時ウィーンではフクイチが危険と警報まで鳴ってテレビで二時間特番組まれて

いたのに…ネットで調べたけど日本ではほとんどニュースになっていなくて驚いた
　http://bit.ly/1b0o378

宇宙天気ニュース @swnews · 2 時間2 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.4 の中規模フレアとなり、X線強度は、8月21日18:48
JST (21日09:48 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
1630に車中で聞いたNHKラジオニュースでは、「厳重な警戒」てまだゆってた。とり
あえず、おおげさにゆっとけばOKだとする風潮が存在するようにみえる。現地住民の
生活はないがしろにされてる。命を守るのきれいごとだけがのさばってる。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
九州電力は二次冷却水パイプの穴にどう対処するか？

おそらく海水と接触しているステンレスパイプの大半で超微小な電解腐食穴がたくさ

ん開いているだろう

これを浸透探傷で検査、穴をグラインダではつり溶接を上盛りするが、パイプの寿命

は大幅に短縮する

工期は数ヶ月かかるだろう

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
ほんの僅かでも電位差のある金属材料を海水環境中に放置すればどうなるか？

イオン化傾向の大きい方の金属が、どんどん腐食してゆく

これで２０㍉程度の厚さのステンレスパイプなら数年で微小な穴が開いてしまう

この穴は目視不能　ガンマ線透過試験でも微小点にしか映らない

PTなら多少分かる

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
異種金属による電解腐食効果
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http://www.jssa.gr.jp/contents/faq-article/q9/ …
川内原発の二次冷却水パイプは厚さ２０㍉程度のステンレスパイプだが、溶接棒材料

は同じステンレスではなく微量の電位差が生じる可能性がある

http://www.valtech.to/photo/36112/data/fusyoku.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
４年間放置した二次冷却水パイプに穴が開く理由は、稼働６０気圧２７０度だから停

止すれば冷えて猛烈な負圧になる

三次冷却水は海水だから電解液になってる

パイプの溶接材料は異種金属に近いから微量ながら電気が出てイオン化する

これで溶接部分の接点に0.0001ミリくらいの穴が開く仕組みだ

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 4時間4時間前 
思い出してほしいの。

東電は「コントロールできていない」と涙目で白状した。

https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/634645976959971328/photo/1
それをガン無視したのは政府なのだよ。

そして今回、九電はどうするか？

メーカー(三菱日立)の警告をガン無視し 
キチガイ政府の言いなりになるのだろうか？

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 
@2015tulips 北海道の太平洋側でとれた魚からは、もう数年前から、汚染出てますよ。
アウトです。というか、私はもう大西洋まで汚染が広がってる現状では、

食べられる魚は無い物だと思ってます。今後の事考えてもそう割り切った方がいいと

思うからです。日本海側も安心は出来ないですよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
量産型イエスキリスト @spaceshiphiro · 4時間4時間前 
@nekonomatu 検索すると、ものすごい数居ますよ。(^_^;) 
『耳から血』を出す若者。

AKIRA 2024さんがリツイート 
井桁幹隆（イゲッチ〜〜） @m_igeta · 4時間4時間前 
新宿地下街で久しぶりにRD1706が鳴った！
0.8μsv/h(´・ω・`)
誰だよ

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 4時間4時間前 
「原発は安全」→デマ

「メルトダウンは起こっていない」→デマ

「ストロンチウムは重たいから遠くへ飛ばない」→デマ

「事故は収束した」→デマ

「汚染水は完全にブロックされている」→デマ

「鼻血はデマ」→デマ

「フクシマ産は安全」→デマ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/634640542769393664/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
地震うさぎ @mgn_eq · 4時間4時間前 
【地震情報】21日16:54頃、豊後水道でM4.4の地震発生、最大震度3。震源は地下
約40km。この地震による津波の心配はありません。 #地震 #jishin #災害 #saigai 
https://twitter.com/mgn_eq/status/634636555441704960/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 5時間5時間前 
日本国内では絶対に報道されないこの地図

■アメリカ政府が発表したストロンチウムの汚染地図→

http://news.whitefood.co.jp/strontium/ 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/634638701033754624/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
2015年8月、黒海でも小型のイルカが大量に死んでいる。
「軍事演習が原因ではないか」とか、いつもこれ。 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
2015年8月17日
韓国、巨済島付近の養魚場で魚の数十万尾が死亡。

原因は「赤潮」（有害藻類プルーム）とされている。

赤潮に手をいれたことがあるけれど、皮膚が痛いほどの刺激があった。化学物質

が主。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/634610042872827904/photo/1

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 6時間6時間前 
箱根全山というが、肝心なところだけは見せない箱根ウェブカメラ

http://www.hakone.or.jp/web-camera/

宇宙天気ニュース @swnews · 6時間6時間前 
[記事] 1ヶ月半ぶりにMクラスの中規模フレアが発生しました。 http://swnews.jp
#swnews
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T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7 時間7 時間前 
今日、発覚した「川内原発のトラブル」は

「２次冷却水に海水が混入した為」　

オンボロで、しかも何年も止めていた原発なので、これから止めようと思っても、そ

れはそれで、トラブルになりかねないので、もはや、袋小路状態。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8 時間8 時間前 
名無し：08/21 12:57
川内だが、これだけ長い間停止していた原発を再稼働させた例は世界にもなく、川内

原発の再稼働は技術的に不可能だ、という書き込みをどっかでみた。

名無し：08/21 13:14
事故を起こす為の再稼働、というのも見たような。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：08/21 12:16
川内原発１号機でトラブル 出力上昇延期へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150821-00000520-san-soci …
名無し：08/21 13:06
無事故で廃炉を迎えるよりも爆発させて「国の責任」にして、湯水のごとく税金投入

したほうが電力会社にとって得らしいじゃないか

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
九重山：噴火警戒レベル１

8月20日の夕方から、浅い震源の群発地震が10回ぐらい起こってる（最大マグニチュー
ド3.0：深さ3km）　九重山は、阿蘇山までが約20km。大分県玖珠郡九重町から竹田市
にかけて広がる火山群。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 9時間9時間前 
桜島で白い噴煙　爆発的噴火近いのか…専門家が警鐘 http://5.tvasahi.jp/000057129?
a=news&b=nss …
加熱する劇場型災害報道。テレビ局が桜島が激しく噴火するのをいまかいまかと待ち

望んでいるのがよくわかるニュースだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
8月21日11時：報道
「川内原発：復水ポンプ付近でトラブル（報道

：http://www.sankei.com/life/news/150821/lif1508210017-n1.html …）

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
二次冷却水に海水が混入するというのは、どういうことか？

運転中は６０気圧、２７０度もあるから外部からの侵入は不可能だ

４年という長い稼働停止中に穴が開いて冷却用海水が侵入したのだろう

もちろん運転中に高圧で穴から二次冷却水が噴出するわけだから、原発稼働を停止さ

せる以外の手段はない

amaちゃんださんがリツイート 
放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 9時間9時間前 
2015/8/20の午後3時に夫沢二区地区集会所で線量率急上昇
http://inventsolitude.sblo.jp/article/161934325.html …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9時間9時間前 
トリチウム水の凝固点は4.5℃と高いので、雹が出来やすい。
アリタリア航空AZ2016便がローマからミラノへ向かう途中雹に機首を破壊される。
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/hailstorm-damage-plane … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/634564111020363776/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
大きな台風が接近してくると、気圧が低いため地盤が持ち上げられてマグマへの圧力

が弱まる

しかし通過後は高気圧に押されて圧力が急上昇

満月も地殻を大きく刺激、地球の径が３０センチ以上撓む

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.2 の中規模フレアとなり、X線強度は、8月21日11:18
JST (21日02:18 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
川内原発１号機、２次冷却系にトラブル　出力上昇を延期

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150821-00000029-asahi-soci …
二次冷却水は２７７度、６０気圧　これに海水混入

この動態修繕は不可能だ　止めるしかない

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 12時間12時間前 
今日の犬吠埼 8/21 9:13 濃霧
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/634519027575033856/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
未だ木鶏たりえず @sexyogaoga · 8月20日 
東京、埼玉、茨城、千葉、栃木を走っていた私の乗用車のフィルターはCs合算
で1000Bq/kg超えていました。足立区の会社の土は、3万4千Bq/kg超えていました。役
所は当然の事ながら、知らんぷり。

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150821-00000520-san-soci
http://5.tvasahi.jp/000057129?a=news&b=nss
http://www.sankei.com/life/news/150821/lif1508210017-n1.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/161934325.html
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/hailstorm-damage-plane
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/634564111020363776/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150821-00000029-asahi-soci
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/634519027575033856/photo/1


ジョージ @GeorgeBowWow · 8月20日 
『怖い怖いおコメの話』

「福島米は外食産業に飛ぶように売れている。味が良くて半額だから。特に回転

寿チェーン店はほぼ間違いなく福島米。聞かれたら国産ブレンドと言ってごまかすが

、実は測定もしない自主流通米。どれだけの放射能汚染度かもわからない。」

放射能汚染に詳しい米屋社長談

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_ · 8月20日 
国産タバコ7割からセシウム検出というこの時代、やはり体調にも影響が出ているよう
だ　 http://matome.naver.jp/odai/2135368571590530701 …　＜体調系＞3・11以降に
上昇した検索キーワード

https://twitter.com/cmk2wl/status/465662624827326464/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 8月19日 
8/19 いわき市泉町 小名浜
空間線量率グラフ

http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_720439.png … 
https://twitter.com/SirBears/status/633850236222332928/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=x1ByRGNIpFA
David Garrett - AIR (Johann Sebastian Bach). 

不正選挙監視団 @rigged_election · 3分3分前 
少なくとも、かの巨大地震や津波が起きていなかったら、こういった「時空の揺らぎ

」的現象も起きていなかっただろう。 「イリヴィッチ報告」や、今井教授が言うとこ
ろの「核放射線の突発的な大量放出が、“時空の穴”を作る。
http://bit.ly/1cPlaWO

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 1時間1時間前 
ほんとうに

ほんとうに

みな心の中が荒廃してる

気付いていない

気付かないように努めてるかもしれない

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 7時間7時間前 
殆どの避難を阻止できたんだから除染は無駄どころか大成功なんだ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
@GeorgeBowWow 
『怖い怖いおコメの話』

「原発事故前から付き合いのあった農家から買ってくれと連絡があった。放射能検査

もして100Bq以下だからという。サンプルを送ってもらって測ったら2000Bq出た。農
家に伝えたら「おかしい。農協も大丈夫と言って出荷してるのに」

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 8月17日 
ほんの数ヶ月前まで「急病人」で検索すると多くの倒れている人の画像にヒットした

のに今では検索ヒットゼロ。「寝てる」で検索すると猫が寝ている画像にしかヒット

しない！

ネタだ…ｗ　すべてたんなるＳＦネタなんだ…ッｗｗｗ

http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
＞『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット　
＞（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ抜粋）　3　』　
＞（＠高校2年頃〜…
＞2006年11月12日 連載（2周目・最終戦争伝説） コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=Oxo2qW6jNT4
David Garrett - Toccata
 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月21日22:02
なんかものすごい気分悪いんだけど、もしかしてたんに空腹なのか…？

ご飯食べて（＾＾；）洗濯して、寝ます…

この不調感に、絶えられれば…。
…（－－；）…

http://matome.naver.jp/odai/2135368571590530701
https://twitter.com/cmk2wl/status/465662624827326464/photo/1
http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_720439.png
https://twitter.com/SirBears/status/633850236222332928/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=x1ByRGNIpFA
http://bit.ly/1cPlaWO
http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
https://www.youtube.com/watch?v=Oxo2qW6jNT4
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8月21日22:36
ダメっぽい。(∋_∈)
（ゆうべ買った半額惣菜の残りの食中毒でなければ）

フクイチか、

テンシンか…
。。。(〃_ _)σ‖

洗濯と入浴ムリそう。(-"-;)
寝ます…
 

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


（８月22日）　ラーメンと寿司による健康被害／伊方原発のとこだけ震度１。／「保
険金を支払わない主な場合」が大きく変わる。⇒「原発の単独事故の場合、支払いし
ない。」

http://85358.diarynote.jp/201508220753048735/

末期か？最期は過酷事故／フクイチ爆発による日本人被曝者は１

億2000万／海外に引越すため車を売却する方が物凄く多いです／
原発の単独事故の場合、保険金を支払いしない。

2015年8月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
Beijing POWER OF LOVE 

シナトラ・ベイシー @SINATRA_BASIE · 19 分19 分前 
「もっと問題だったのは東電が、避難誘導どころか予告もなしにベントを実行してい

たことだ。フクイチから５キロほどの双葉町上羽鳥地区のモニタリングポストは、一

号機の爆発前にもかかわらず4613マイクロシーベルト（毎時）が記録されていた。」
@labornetjp

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 9時間9時間前 
フクイチ爆発による日本人被曝者は、１億2000万人だよ。
そして、一番の問題は、空間線量から推定される外部からの被曝線量ではなく、放射

性物質の粒子が内臓のどこに、どのくらいの量、どのくらいの時間、滞留しているか

、だ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 11時間11時間前 
ラーメン（骨からだし汁）とか寿司による健康被害が報告されている。原因はストロ

ンチウムだと思われる。体内に入るとカルシウムとして骨に取り込まれたり、脳内伝

達物質としてのカルシウムイオンの代替としてふるまう。脳機能が破壊され骨髄の造

血細胞にも影響を及ぼす。対人影響はPuよりも上とか。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Sanae @myo44 · 13時間13時間前 
(世田谷)車の買取業者「お客様と同じように海外に引越すため車を売却する方が物凄く
多いです」 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c0293254e4386fce70c78d3a39f3a671 …
@neko_aiiさんから　　　そう咳・頭痛・リンパの腫れとだるさ。まさにそれです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
connieneko @connieneko · 8月20日 
もう4年も経って、水道も下水もガスも商店も何も無い所に代わりに放射能だけ沢山あ
る所にこれから帰れと言われてもムリです。話が逆でしょう、水道も下水もガスも商

店も沢山ある所で放射能がない場所に住まわせて下さい。なんで逆の話をするんで

すか。

http://85358.diarynote.jp/201508220753048735/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c0293254e4386fce70c78d3a39f3a671
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0


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

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 2時間2時間前 
かなり有力な専門誌とかが、フクシマの放射能災害による死者が既に約2000人に上っ
てる、これから5000人以上の死亡が予測されてるって書き出してるね。
このあたりが書き出すと定説化するだろうね。

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2984986/fukushima_thousands_have_died_thousands_more_will_die.html
…

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
La Máquina @RATM2014 · 6時間6時間前 
http://fukushimaradiation.info 
#fukushima #pacificgenocide
Fukushima is a LEVEL 7 nuclear catastrophe! CALL CONGRESS NOW!!! 
https://twitter.com/RATM2014/status/634760797718233088/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 6 時間6 時間前 
世界中で山火事が発生してる!?
"@RT_America
Apocalyptic 100ft ‘firenado’ sprouts from Idaho wildfire (VIDEO) http://on.rt.com/6phs "
https://twitter.com/RT_America/status/634544228941459456/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
オレンジ色に染まった福岡市の中心街＝福岡市中央区で

２０１５年８月２１日午後６時５６分、金澤稔撮影

http://mainichi.jp/select/news/20150822k0000m040125000c.html … 
https://twitter.com/kurieight/status/634736126742261761/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
コロコロ @makixxx23 · 8時間8時間前 
夕方から、凄く口の中がピリピリする。

最初は、リンパ腫れもなかったので、ケムか？と思ってたけど、リンパ腫れてきてる

から、やっぱりホだよね…。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
九州の火山帯

川内原発が、どうだとか言う以前に、九州の火山帯が活発なので、九州の人は注意し

た方が良いと思います。7月31日に噴火した諏訪之瀬島が、さっき22時10分に、再び
噴火してます（画像：今日の夕方、噴煙を上げる諏訪之瀬島）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年08月21日 22:30】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年08月21日 22:10
現象：噴火

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2984986/fukushima_thousands_have_died_thousands_more_will_die.html
http://fukushimaradiation.info/
https://twitter.com/RATM2014/status/634760797718233088/photo/1
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https://twitter.com/RT_America/status/634544228941459456/photo/1
http://mainichi.jp/select/news/20150822k0000m040125000c.html
https://twitter.com/kurieight/status/634736126742261761/photo/1


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
もうすぐ再稼働する（伊方原発）

１号機は1977年。今年2015年。もう38年も前の原発
実際に伊方原発の内部に入った人の証言では「まじか？こんなに古くさい造りなの？

」というもの。そりゃそうだ。38年も前の原発。これを「世界一厳しい審査」で稼働
すると言う。地球を舐めてますよね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今日21日：四国で震度3の地震
伊方原発から約20kmが震源のマグニチュード4.4の地震
伊方原発は再稼働が決定してる原発。　震源は日本列島で非常に危険な「中央構造線

断層帯」ラインの地震。7月にも集中的に地震が起こってるエリア

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 10時間10時間前 
ジョージさんがリツイートしました urizun58
もう壊れたよ。

すぐに止めないと、次の事故が起きるよ。

最後は過酷事故だよ。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
桜島

16cmも地殻変動を観測。場所は「ドッカン、ドッカン」と、爆発的噴火を起こしてい
たのは（昭和火口）なので、別の火口付近

「JAXA：桜島の緊急観測の結果。南岳火口付近で16cm
：http://www.jaxa.jp/press/2015/08/20150819_daichi2_j.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
8月21日：21時現在
台風15号と16号の最新の進路予測と、現在の台風の規模。（いずれも非常に強い
台風）→（http://www.bioweather.net/typhoon/typhoons.php …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/634703506025287680/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
これも。F1中心に揺れた時間のデータに一致するね。
http://www.youtube.com/watch?v=1aQU8cOlbD0&t=1m51s …
明け方の空が地下から噴出したモノで徐々にドス黒く染まってゆく有様。

末期か？

@YuretaKamo 2015年8月21日05時14分頃
http://twitter.com/ST0NES/status/634694622820757504 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
このF1が震源の地震の前後。
http://www.youtube.com/watch?v=hkue36O8OFI&t=49s …
かなりの勢いで黒いガス‥煙？を噴出してる。3号機だけじゃないな。
地下で核燃料が暴走している証拠。

また周辺に異常値でるな。それともまた隠すか？

@YuretaKamo 2015年8月20日07時51分頃

http://www.jaxa.jp/press/2015/08/20150819_daichi2_j.html
http://www.bioweather.net/typhoon/typhoons.php
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/634703506025287680/photo/1
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http://twitter.com/ST0NES/status/634694622820757504
http://www.youtube.com/watch?v=hkue36O8OFI&t=49s


AKIRA 2024さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 13時間13時間前 
本日、１６時５４分の宇和島近辺、マグニチュード４。気象庁発表で震度は３だが、

またまた計ったのごとく伊方原発のとこだけ震度１。震度計壊れてないか気象庁は確

認してこい。 
https://twitter.com/Santiago_Hotel/status/634666242486370304/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 3月31日 
知って欲しい〜

原発の燃料となるウラン

採掘の段階で、深刻な被害…。。
ウラン採掘と核廃棄物投棄で周辺の先住民に深刻な被害

http://www.jca.apc.org/~misatoya//jadugoda/jadugodavic.html …
ガン、白血病、流産・死産、奇形、先天異常、皮膚 疾患など… 

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 2014年7月11日 
ウラン＝原発の燃料

地面を這い、死んでいく子供たちの謎－インド、ウラン鉱山の村

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N8FMFJ6K50Y201.html …
「頭部肥大や血液疾患、骨奇形を伴って生まれている。ウラン採掘現場周辺の村々で

はがんが死因となるケースが多い」

https://www.youtube.com/watch?v=FU5evXY9OCE
BOND - DIABLO [HD] 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 58分58分前 
国際ハイウェイ構想？

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+631820987483291648&src=realtime=default&f=tweets …
北欧の核汚染を辿ると計画は既に1942年からか？
http://twitter.com/ST0NES/status/517579188031614976 …
米・露・仏・英‥の共同？

http://twitter.com/ST0NES/status/375198519956480000 … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 6 時間6 時間前 
JUMPILIKEYOUさんがリツイートしました Ⓜペッコ
三井住友の例は、放射能汚染による損害は保険金を支払わないように変更された。

認定されたければ放射能汚染を主張できないわけやね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 7時間7時間前 
ロシアの海外向け広報誌『スプートニク』の見出しは、『語られないフクシマの死亡

者数。核災害が日本人を緩慢に殺している』。この記事の英語版はあるが、日本語版

はない。（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss08221 …

https://twitter.com/Santiago_Hotel/status/634666242486370304/photo/1
http://www.jca.apc.org/~misatoya//jadugoda/jadugodavic.html
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N8FMFJ6K50Y201.html
https://www.youtube.com/watch?v=FU5evXY9OCE
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+631820987483291648&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/517579188031614976
http://twitter.com/ST0NES/status/375198519956480000
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss08221


AKIRA 2024さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 10時間10時間前 
「保険金を支払わない主な場合」が大きく変わる

・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事

変または暴動によって被った身体障碍による就業不能。ただしテロ除く

・原発の単独事故の場合、支払いしない。

http://s.ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-12064233377.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 11時間11時間前 
我が家の祖母さえこう言った。

「すべてが出来すぎで展開が早すぎ。なんかおかしいね」

https://www.youtube.com/watch?v=hlu9KalzLng
Tiger & Bunny: Hello Again 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ギャシャ「 牙赦 」志と覚醒。 @nullus_gasha · 9時間9時間前 
北九州の大事な人、瓦礫を燃やしていた間に不慮の事故で亡くなったことを知った。

関東でヒバクして避難して今後について相談しようと思っていた矢先だった。泣いた

、仏壇の前で何時間も泣いた。

それから私はツイッターで核や被曝について記載するようになった。

https://www.youtube.com/watch?v=NUP7PvQb8ws
BOND - Last Time
 

http://s.ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-12064233377.html
https://www.youtube.com/watch?v=hlu9KalzLng
https://www.youtube.com/watch?v=NUP7PvQb8ws


（８月22日）　朝ごはんはオーガニック野菜ジュースです…(^_^;)…（おなかすいた…
）

http://85358.diarynote.jp/201508221002048295/

セミがいなくなりました…(・_・;)
2015年8月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

朝晩は涼しくなったとはいえ、

日中はまだまだ暑い。

ツクツクホーシはともかく、

エゾゼミまで？

…(・_・;)…

私が休みの間にセミのシーズンが終わったということならいいんですが…

昆虫の中でも、紫外線と放射線と大気汚染に、とりわけ弱い種族です。

…一昨日の、テンシン神経毒＝殺虫剤成分に…

殺られてしまったんでしょうか…（＞＜。）。。

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月22日10:35
無駄に連休中に長時間ウォークを３回も歩いたおかげか、通勤競歩のペースが上がりました…
(^_^)v

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201508221002048295/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201508221002048295/
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2015年8月22日10:37
半田屋には寄らず、朝ごはんはオーガニック野菜ジュースです…(^_^;)…（おなかすいた…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月22日15:21
発熱中。(・_・;)
ヒヨリミ感染か有害化学物質の曝露か判りませんが、変な咳が止まりません。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月23日7:35
bit.ly /WotNukesさんがリツイート
ロカ @RossoJuiz · 8時間8時間前 
@jumpilikeyou @ST0NES 発光と湿気 最近喉に異変。 声が枯れる 風邪じゃないです。マスクして
様子をみたい。
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http://85358.diarynote.jp/
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（８月23日）　もうダメだ、おしまいだと思うなら、人生最大のチャンスが来たの。
いままで怖くてやりたくてもやれなかったこと、他人にどう思われるかを気にして行動
に移せなかったことを、いよいよやれる絶好のラ

http://85358.diarynote.jp/201508230756529949/

フクイチひどくワルイです。３１１を超える惨

事が心配だ。

2015年8月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 18時間18時間前 
浦島太郎の話は、原発超大国日本の金の亡者どもの話だったかもしれないね。

竜宮城で金がすべての浮れた生活をしていたら原発（玉手箱）が爆発して、白い煙が

出て忽ちおじいちゃんになってしまい、親兄弟友人みんな死んでいたって。

そのまんまじゃないか。

その白い煙は今も常時出続けてる。

おはようございます。

なんかこんな気分です。

https://www.youtube.com/watch?v=5rcgZSVQRtY
AS-037　アマリリス（器楽合奏）
 
基本？に還る。ってハナシでしょうかね？

（＾＾；）

毎年恒例「天中殺」は終わったみたい？で…
そろそろ脳ミソが「原稿書きたい！」と主張し始めています…

札幌は１９℃。曇天無風。

…涼しいです…。（＾＾；）
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https://www.youtube.com/watch?v=TCL94-MsxYc
Phantom of the Opera - Lindsey Stirling 

細かい地震が多すぎて、状況が把握できませんね…★
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=V362KwNrgjU
Biggest Lindsey Stirling mix ever! 40 songs! 

宇宙天気ニュース @swnews · 44 分44 分前 
[速報] M3.5 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、8月23日06:24 JST (22
日21:24 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 3時間3時間前 
【関東注意】＜22(土)17時〜24(月)22時＞ 23(日)は福１からの放射性物質は関東に拡散
する見込み。22(土)は関東、中部、関西に拡散する見込み #Micromedia311 
facebook.com/daily.houshano 
https://twitter.com/Micromedia311/status/635168083196313600/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
2015年8月20日、21日と、F1が震源である事実が
今までよりも明確にバレバレになってきてたからな。

http://twitter.com/ST0NES/status/634696587290152960 …
おまえらも色々と隠すのに忙しいのか？

いつまで隠し通せる？@meti_NIPPON

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
http://twitter.com/ST0NES/status/631848508144783362 …
何者かがカネ払って連続爆破してから報道させてる？

そんな気がします。

@hopi_domingo 事故？ テロ？
https://twitter.com/bci_/status/635107862197366785/photo/1
こんどは、中国・山東省で爆発

http://twitter.com/breeze000/status/635131335187763200 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
へんだな。

http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …
2015年8月19日から［福島県 只見］以外は
#東電の原発事故 周辺の地震情報が停まってる。
http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95+%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=realtime=default&f=tweets
…
原子力ムラ、官僚から規制が入ったか？

おまえらだろ。@meti_NIPPON

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
spring_violin @spring_violin · 6時間6時間前 
これ異常だ"@ST0NES: 2015年7月21日14時50分@TEPCO_Nuclear 略 完全にF1原発
事故の地下から略

https://www.youtube.com/watch?v=TCL94-MsxYc
https://www.youtube.com/watch?v=V362KwNrgjU
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/Micromedia311/status/635168083196313600/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/634696587290152960
http://twitter.com/ST0NES/status/631848508144783362
https://twitter.com/bci_/status/635107862197366785/photo/1
http://twitter.com/breeze000/status/635131335187763200
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/search?q=from:Jasmine_Eq00+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95+%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=realtime=default&f=tweets


汚染蒸気が。どこから？水瓶があるんだよ。230㌧ぶんもの。
http://twitter.com/ST0NES/status/590918376358215681 … "

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 6時間6時間前 
放射線量上がってる⤴

http://ma-04x.net/all_l.html 
"@ST0NES
2015年8月23日0時前後。またこの現象と同じ状態。
http://twitter.com/ST0NES/status/632188350175166464 …
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …"

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
昼間から #煙霧 状態は続いていて
http://www.youtube.com/watch?v=J0G8gJgJ4R8 …
http://www.youtube.com/watch?v=Q1yiNlvjYpI …
http://www.youtube.com/watch?v=2CDGbsbOAaI …
やはりこの地震があった時間に濃くなる。震源F1。@YuretaKamo
2015年8月22日21時16分頃

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7 時間7 時間前 
ですね。2015年8月23日0時前後。またこの現象と同じ状態。
http://twitter.com/ST0NES/status/632188350175166464 …
しかも今日は何度も。

@sp9bingotarou フクイチひどくワルイです。
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html … 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 7時間7時間前 
川内のような加圧水型原発の熱交換機部分は、強い放射線と激しい水流で劣化が進む

脆弱部分だ。長期間の運転停止期間中に、微細な亀裂部分が海水によって侵食され、

一次だけでなく二次復水器にも海水が侵入していたのであろう。事態は深刻だ。直ち

に運転停止して暴走を防がなければなるまい。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
おととい福岡の空に拡がったオレンジ色のスモッグは明かに設備の悪い #川内原発 の
排気による #煙霧 だとおもうが、今日は今日でF1がこの状
態http://twitter.com/ST0NES/status/635111715324063744 …。#放射能の風 は一部、日
本海へ抜けて関東へ集中。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8時間8時間前 
一際発光している

2015.8.22
23:31 
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/635097233428340737/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7時間7時間前 
ブラジルシンドローム中の核燃料デブリが、地下水を放射性水蒸気として地面の割れ

目から噴出させている

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=35KzROHZUrA … 

http://twitter.com/ST0NES/status/590918376358215681
http://ma-04x.net/all_l.html
http://twitter.com/ST0NES/status/632188350175166464
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
http://www.youtube.com/watch?v=J0G8gJgJ4R8
http://www.youtube.com/watch?v=Q1yiNlvjYpI
http://www.youtube.com/watch?v=2CDGbsbOAaI
http://twitter.com/ST0NES/status/632188350175166464
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
http://twitter.com/ST0NES/status/635111715324063744
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/635097233428340737/photo/1
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=35KzROHZUrA


https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=35KzROHZUrA … 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 7時間7時間前 
Green Breezeさんがリツイートしました しらたま
どうすればいいのか、誰にもわからない。

どんどん悪くなる一方だ。

311を超える惨事が心配だ。 

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[速報] M2.2 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、8月22日22:23 JST (22
日13:23 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 10時間10時間前 
[22日21時16分頃] 福島県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1WKZa7K (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/635063008184565762/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
あれれ？

タイムライン消えてしまいました。

Your timeline is currently empty.
Follow people and topics you find interesting to see their Tweets in your timeline.

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 12時間12時間前 
天津市内には、爆心地5キロ地点に某食品素材メーカーが大豆たんぱくを生産している
。社員に被害はなく、生産設備も無事だったため、そのまま製造を継続していると

いう。この企業は原料の確保については天津のペプチドを日本へ運んでいる。ここの

国内在庫は10月分までは日本にある。

宇宙天気ニュース @swnews · 15時間15時間前 
[続報] 前のフレアは、 M1.2 の中規模フレアへ更に発達し、X線強度は、8月22日15:49
JST (22日06:49 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 18時間18時間前 
[記事] 2403黒点群で更に2つのMクラスフレアが発生しました。 http://swnews.jp
#swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 19時間19時間前 
ネブラスカ大による全米水サンプル調査結果（8月発表）
最悪なのは、Californian Central Valley、ＥＰＡ汚染物質制限上限値180倍のウランが
検出、その層の上にはおよそ200万人が暮らしている 
https://twitter.com/kappel0208/status/634929414107611136/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 19時間19時間前 
「経産省はHP（110826）で、311では31種類の放射性物質が放出され、うち、

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://j.mp/1WKZa7K
https://twitter.com/YuretaKamo/status/635063008184565762/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/
https://twitter.com/kappel0208/status/634929414107611136/photo/1


Pu239（プルトニウム）は32億ベクレルと発表した。」
海外監視機関の発表は、これを大きく上回るが、少なくとも経産省がプルトニウム飛

散を認めたわけだ。http://www.youtube.com/watch?v=y9qiw11xWWE …

AKIRA 2024さんがリツイート 
元原発技術者·平井憲夫 bot @hirainoriobot · 20時間20時間前 
63)原発の建屋の中は、全部の物が放射性物質に変わってきます。物がすべて放射性物
質になって、放射線を出すようになるのです。どんなに厚い鉄でも放射線が突き抜け

るからです。体の外から浴びる外部被曝も怖いですが、一番怖いのは内部被曝です。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23 時間23 時間前 
ロイター

「軽視できない天津爆発。　中国経済の混乱、分岐点に差しかかった日本経済。軽視

できない天津港機能停止の影響。：http://jp.reuters.com/article/2015/08/20/column-
china-blast-japan-idJPKCN0QP0B520150820 …」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/634876667534553088/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=YmMqd6HSIMY
「Everyday Is A Winding Road」 Sheryl Crow 【ERIN BROCKOVICH】 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
いろいろと断片的に洗い出して

http://twitter.com/ST0NES/status/635145928152748032 …
人類のどこに癌があるのか？

http://twitter.com/ST0NES/status/635056350012157953 …
わかってしまうと、その機構力や強大さに太刀打ち不可能‥となってしまって当然か

？

それでも、核開発、核汚染は許してはいけないんだよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？と思ったらRT @jikannganai · 9時間9時間前 
チェルノブイリから８００キロ離れたウイーンで、五年経ち、子供病棟のベットが足

りなくなるほどの白血病患者が増加していった。その恐ろしさを知っているからこそ

、欧州は福島原発事故に大きく反応した。日本は安全宣言をした。何人死んでも情報

を発信するつもりはない。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 17時間17時間前 
何かあれば即座に携帯を圏外にします。それがこの国のやり方です。

偏光プリズム @prism31415 · 8月21日 
今後の世界はフクイチを中心に動く

http://toneri2672.blog.fc2.com/blog-entry-847.html …
フクイチのデブリが発散するトリチウム水蒸気は、もはや、人類の生存に関わる

深刻な問題になっており、この認識が、日本以外の国際社会に広まっている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
加藤勲 @IsaoKatoJP · 2013年7月20日 

http://www.youtube.com/watch?v=y9qiw11xWWE
http://jp.reuters.com/article/2015/08/20/column-china-blast-japan-idJPKCN0QP0B520150820
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/634876667534553088/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=YmMqd6HSIMY
http://twitter.com/ST0NES/status/635145928152748032
http://twitter.com/ST0NES/status/635056350012157953
http://toneri2672.blog.fc2.com/blog-entry-847.html


日本を旅行しているアメリカ人の友人は「君がどうして日本を離れたのか理解できる

。ここでは政府ではなく、一人一人が抑圧装置の役割を果たしている。僕は台湾はあ

まり好みではないが、ここに比べれば天国だろう」と返信してきた。日本の状況が怖

いのは、一人一人が「一体」を作りたがるからだ。

https://www.youtube.com/watch?v=3F_TYXjx-Sk
Everyday is a Winding Road by Sheryl Crow w/ Lyrics 

AKIRA 2024さんがリツイート 
すけろくちゃん 2012@wat · 7 時間7 時間前 
もうダメだ、おしまいだと思うなら、人生最大のチャンスが来たの。いままで怖くて

やりたくてもやれなかったこと、他人にどう思われるかを気にして行動に移せなかっ

たことを、いよいよやれる絶好のラッキーチャンスが訪れたの。本気のあなた。始動

だよ。 
https://twitter.com/2012wat/status/635119555807842305/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=yM-dhKg8Erk
ミュージック　オブ　ハート JSバッハ　二つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 

https://www.youtube.com/watch?v=RjeRMRhcgGM
「Music Of My Heart」　N’sync & Gloria Estefan
 

https://www.youtube.com/watch?v=3F_TYXjx-Sk
https://twitter.com/2012wat/status/635119555807842305/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=yM-dhKg8Erk
https://www.youtube.com/watch?v=RjeRMRhcgGM


（８月23日）　「危ないから、ちょろちょろ出て来るんじゃありません！」と、上に
エルさんがどっかり座っているイメージ…

http://85358.diarynote.jp/201508231002419368/

降水確率、終日０％…？？
2015年8月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

天気予報がはてしなく疑わしく思える、全天の分厚い水蒸気。

(・_・;)

特にロシア側の沿海州上空が、一面のフクイチ黒色に覆われています。(-"-;)

不思議な弧を描いて、広域札幌圏の上だけ、空が薄明かるい。

(^。^;)

中国の２連爆発と、フクイチと桜島と、…あと何だ…？

(・ω・;)(;・ω・)
 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月23日10:12
 
 
08:40発、
09:55着。o(^-^)o

だいぶペースが上がってきました… 暑い…ッ！(^。^;)！
 

http://85358.diarynote.jp/201508231002419368/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150823/85358_201508231002419368_1.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月23日16:04
 
地震が酷いですね。(・_・;)

脳内の通奏低音がずっとニョゼさんの_Viva la Vida なので、

おそらくどこかで

（というかフクイチ周辺で？） 

おそろしい規模で悲喜劇が進行中なのだと思います。

…(∋_∈)…

私はと言えばフタ付きの猫篭に放り込まれて、

「危ないから、ちょろちょろ出て来るんじゃありません！」と、

上にエルさんがどっかり座っているイメージ…

┐(’〜`；)┌

身動き取れませんが、

たぶん？安全圏にいます…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508232020225803/

低ッ♪ o(^-^)o
2015年8月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
     

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8月23日22:03
遠隔視的には終末感満載なんだけど。（；‾Д‾）

札幌だけは嘘のように平和な、

別天地…　(・ω・;)(;・ω・)
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（８月24日）　「続き」の「ビジョン」が、さっき（今朝）視えました…

http://85358.diarynote.jp/201508240926287219/

8月24日の日記　（＋２曲）。
2015年8月24日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=XQdqVeadhAY
きらきら星 変奏曲 K.265 (モーツァルト) 

おはようございます。

０８：０８を味噌こね…もとい、
（＾＾；）見損ねまして、

ＰＣ開けたのが０８：０９でした。

札幌は外気温２０℃。高い雲の曇天。無風。

バイトは休み。

https://www.youtube.com/watch?v=DoN9FDWNtYs
稜線の風－北アルプスの印象 

スイッチは切り替わりました。

猿人…じゃなくて…（＾＾；）…
エンジン「暖気運転」開始…？

（昨日と一昨日の夜、疲れ過ぎてて聴き損なってたので、夜の歌詞だけど一曲♪）

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

これの、

http://85358.diarynote.jp/200809070448340000/
http://85358.diarynote.jp/201003261350349086/
http://85358.diarynote.jp/201410290830037532/
＞「峠道」（断崖絶壁）　2014年10月29日

http://85358.diarynote.jp/201508240926287219/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=XQdqVeadhAY
https://www.youtube.com/watch?v=DoN9FDWNtYs
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
http://85358.diarynote.jp/200809070448340000/
http://85358.diarynote.jp/201003261350349086/
http://85358.diarynote.jp/201410290830037532/


「続き」の「ビジョン」が、さっき（今朝）視えました…

まっすぐ続く「稜線の尾根道」です。

左右の傾斜は「断崖絶壁」寸前といえるレベルで…

眼下は一面の雲海。白くて、何も視えません…

行く先も、また、しろくかすむ霧のかなた…

　…（＾□＾；）…

でも、行くんですよね？

「私」ですからね…？？

進むべき未知が、示されたなら。

歌いながら、呻吟しながら…

歩き続ける。しか、ありませんよね…？？？

https://www.youtube.com/watch?v=cr9j-TdtBZg
エル・カミーノ・レアル

https://www.youtube.com/watch?v=wryX3z-PINw
エル・カミーノ・レアル／ A.リード 

https://www.youtube.com/watch?v=cr9j-TdtBZg
https://www.youtube.com/watch?v=wryX3z-PINw


https://www.youtube.com/watch?v=q1P2q2Vc9MQ
オーディナリー・マーチ　
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（８月24日）　チェーンメールはデマ → その報道がデマだった。

http://85358.diarynote.jp/201508241024327588/

（作業放棄）　かつてない危険な状態だ。愛は視聴率だけを救う

。

2015年8月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=LCfBRxJdra0
吹奏楽のための「風之舞」

【高知の線量グラフ切断】に注意…★

デイリー放射性物質拡散予測 @Micromedia311 · 2時間2時間前 
【関東〜九州注意】＜23(日)17時〜25(火)22時＞ 24(月)、25(火)は福１からの放射性物
質は関東〜九州にかけて拡散する見込み。ご注意ください #Micromedia311 
http://facebook.com/daily.houshano 
https://twitter.com/Micromedia311/status/635574931065929729/photo/1

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 
24日06:45現在、非常に強い台風15号は宮古島の北約100kmにあり、中心気圧
は940hPa、北東に25km/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

http://85358.diarynote.jp/201508241024327588/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508241024327588/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150824/85358_201508241024327588_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150824/85358_201508241024327588_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=LCfBRxJdra0
http://facebook.com/daily.houshano
https://twitter.com/Micromedia311/status/635574931065929729/photo/1


通りです。

●暴風域

沖縄県(先島諸島) 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/635575797940531200/photo/1

junko @junko_in_sappro · 4 時間4 時間前 
フクイチの４号機側からのライブカメラの異常な揺れが、昨日から連続している。

JNN/TBSのライブからは、異常な爆発音も聞こえてくる。
かつてない危険な状態だ。

http://grnba.com/iiyama/

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
国民の健康など二の次！

財務省とJT株の"親密な関係"
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44805 …
フクイチ後、JTはタバコ葉の汚染許容基準を大幅に引き下げた

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
とっくに西日本は風下ですが、今日 24日月曜日もひどい風向きです。
1つめの台風が風を送り出し、2つめの台風が風を吸い寄せている。 

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 · 11時間11時間前 
〔台風15号〕石垣島地方で記録的な暴風 最大瞬間風速71.0m/sを観測(23日22時30分
現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150823-00000003-rescuenow-soci …

春橋哲史 @haruhasiSF · 13時間13時間前 
ブログに新記事「8月21日にも作業員死亡〜フクイチで今月3人目の死者〜」をアップ
しました。週刊誌を発行するペースで人が亡くなっていることにも、見て見ぬふりす

る社会にも、私はかなり怒っています

。http://plaza.rakuten.co.jp/haruhasi/diary/201508230001/ …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 16時間16時間前 
中国の汚染も気になりますが壊れてるのに動かした #川内原発 からの汚染も注意で
す@hopi_domingo @4_Sea_ 福島第一原発からの風、月曜19時頃に大阪に到達。高
度10mの風が山口県までスッポリ。少なくとも火曜の朝まで続き点

https://twitter.com/rescuenow_net/status/635575797940531200/photo/1
http://grnba.com/iiyama/
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/44805
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150823-00000003-rescuenow-soci
http://plaza.rakuten.co.jp/haruhasi/diary/201508230001/


https://twitter.com/4_Sea_/status/635242288541622272/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 22時間22時間前 
[記事] 2403黒点群の活動は続き、Mクラスフレアが3回発生しています。
http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8月23日 
ふくいちライブカメラ。状態がよくありません。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/635254731040931840/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 8月21日 
2015年08月22日　石巻(イシノマキ)
湿度100パーセントが連続しています。
湿度を見たのは、ふくいちライブカメラの様子がおかしかったからです。

cmk2wl @cmk2wl · 8月21日 
この巨大な水たまりは、塩化物の潮解性でできたのかも…。大気中の水蒸気を取り込
んで水溶液を作る現象。そうだとすると、5万立方メートルもの水を集めた塩化物って
、発表されている量と桁が違うんじゃない？

（地下水もあるだろうけど）1立方メートルは 1000リットル。

cmk2wlさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 8月5日 
★学校欠席者情報収集システム★から見えてくること - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2143766705989663201 …
2015.07.16　頭痛欠席者数マップ
https://twitter.com/4_Sea_/status/624249701160779776/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=L4P8cd15IGs
風紋（原典版）

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
ボケが。愛は視聴率だけを救う。

毎年ボキン詐欺やってて世の中なにか変ったか？

https://twitter.com/4_Sea_/status/635242288541622272/photo/1
http://swnews.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/635254731040931840/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2143766705989663201
https://twitter.com/4_Sea_/status/624249701160779776/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=L4P8cd15IGs


Tシャツのデザインだけだろ。徳光の痔だって治ってねぇよ。
おい、テレビみてる奴！

おまえがゲンパツ再稼働させてんだよ！

自覚なくても被曝しながら。

@Plutokun_Bot 24時間テレビ見て泣いてる

cmk2wl @cmk2wl · 8月21日 
川根 眞也 FBで井戸川町長が被爆した日の夜にWBCを受けているという記述がある。
＞2011年3月12日福島県立医大でホールボディー・カウンターで測定したところ、体内
から、ヨウ素131が31万ベクレル検出された。
あのパニックで、避難指示だのをやっている状態で WBC？？？

cmk2wl @cmk2wl · 8月21日 
日本やばいよ。

中国政府だって本当の事をいう筈がないんだから。

この事故は、福島原発事故で初期被爆した人にとってかなり致命的になるかも…。
後悔先に立たず。まずは外出を控えること。

https://www.youtube.com/watch?v=W7CiNg3XRdE
久石譲-風の谷のナウシカ (風の伝説)

cmk2wlさんがリツイート 
りり @lilywhite2222 · 8月22日 
シンプルな構造と原理でとても効果がある。狭い部屋で使うとあっという間にすがす

がしくなる。清浄な滝の近くにいる感じ。深呼吸できる。天津が怖いので、これがあ

って本当に心強い。

放射性物質対策【水式空気清浄機】

Togetterまとめ http://togetter.com/li/796232

https://www.youtube.com/watch?v=3zmitSxWm1o
エアーズ/大阪市音楽団 

https://www.youtube.com/watch?v=pFYxOWvoxDA
汐風のマーチ

https://www.youtube.com/watch?v=W7CiNg3XRdE
http://togetter.com/li/796232
https://www.youtube.com/watch?v=3zmitSxWm1o
https://www.youtube.com/watch?v=pFYxOWvoxDA


https://www.youtube.com/watch?v=2Cscmcz_ncU
久石 譲 / Joe Hisaishi -- 風のとおり道 (HQ) 

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日14:50
あ〜消えた!消えた…！！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日14:53
だめだ、集中力消滅というなのエル様のストップだ…ｗ（ーー；）ｗ

てか、せっかく晴れたのに…

休日の使い方を、間違えていないか…私？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日22:46

AKIRA 2024さんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 24時間24時間前 
メルトダウンじゃない → デマだった
柏のチェーンメールはデマ → その報道がデマだった
甲状腺がんは出ない → デマだった
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（８月24日）

http://85358.diarynote.jp/201508241047003787/

有事には自衛隊は米軍の指揮下に入る／何か 始まってるね。

2015年8月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 22時間22時間前 
【日本人が知らない 恐るべき真実】
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7f4d280ebe0c841768eaf819041d3ff6 …
1962年キューバ危機
自衛隊の最高監督者である総理大臣も知らないうちに

米軍の指令により陸海空自衛隊が『臨戦態勢』に入っていた。

有事には自衛隊は米軍の指揮下に入るが

国民には知らされてない。

https://www.youtube.com/watch?v=E38kOTeUUO4
さくらのうた 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
OMP(さらば暴政) @ompfarm · 1時間1時間前 
何が爆発したのかも分からない米軍基地。で、こういう事態に動かない「国民の命と

暮らしを守る」政府って、おかしくね？

https://www.youtube.com/watch?v=KbdALyoeClM
秒速5センチメートル「桜花抄」／♪ 想い出は遠くの日々 

cmk2wl @cmk2wl · 8月22日 
プラント事故はこれからもたくさん起こります。

なにせ静電気が発生しやすくなっているのですから。

https://goo.gl/JFvQSM

https://www.youtube.com/watch?v=N_0CdLWeVPE
天国の島

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11分11分前 
風が流れる方向として、かつて汚染がれき焼却が酷かった地域の世田谷、品川、多摩

地区、調布、そして東芝の原子炉が動いてる川崎と‥首都圏の #放射能汚染 が深刻な
地域に被る。#浜岡原発 再稼働の合図か？あるいはテロ演出の準備？@RT_com 
https://twitter.com/RT_com/status/635504274416533504/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 33分33分前 
トモダチ作戦？

RT @asahi_photo 爆発火災があった米陸軍相模総合補給廠。骨組みがあらわになった
倉庫内部は黒くすすけ、辺りには屋根の残骸とみられるものなどが飛び散っていま

した。9:11 a.m. - 24 Aug 2015
https://twitter.com/asahi_photo/status/635605317758267392/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 1時間1時間前 
米軍基地ってそんなにセキュリティがゆるいんですか？

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：08/24 07:44
相模原市の米軍「サガミ・ジェネラル・デポ」の爆発事故の件だけど、ここは米軍の

兵器などの備蓄基地だから劣化ウラン弾が保管されていた疑いも当然ある。

#劣化ウランが燃焼すると酸化ウランの微粒子となり飛散する

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 2時間2時間前 
問題は、何故、誰が、爆発させたのか。だね。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 3時間3時間前 
米軍から119番通報したんだって。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 3時間3時間前 
南北朝鮮の茶番戦争といい、

天津爆発といい、

何か 始まってるね
相模原米軍基地爆発

http://youtu.be/W9F0MZEHq-M

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Bo @agrinews_watch · 3時間3時間前 
「こどもの国」は陸軍田奈弾薬庫補給廠だった。陸軍田奈部隊が弾薬を製造したり

保管・発送したりしていた。弾薬庫は計33基造られたが、現在確認できるのは10基
だけ。谷戸には農家が13戸あったが、1938年、国家総動員法により強制退去させられ
たhttp://www.kodomonokuni.org/m_guide/tanbo2.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【米軍補給基地で爆発 倉庫１棟火災 相模原】
２４日未明、相模原市にあるアメリカ軍の補給基地内で爆発があり、倉庫１棟で火災

が発生しました。ほかの施設への延焼はなく、けが人はいないということで、警察や

消防で詳しい状況を調べています。

http://nerv.link/0lk06y

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
今現在の風向きは相模総合補給廠と正反対だけど、日野市にあるナチュラル研究所が

GM10を設置している。アルファ放射線、ベータ放射線、ガンマ放射線の合計。
http://park30.wakwak.com/~weather/geiger_index.html … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/635529926364434432/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
相模総合補給廠の現場近くで火薬の匂いがあるそうです。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ぬかぼこ @nukaboko · 6時間6時間前 
相模総合補給廠：相模デポ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E5%BB%A0
… 廃棄物の一時保管場所になっている‥「1992年には、カドミウムを境川に垂れ流し
ていたことが判明、1999年には、有毒物質であるポリ塩化ビフェニルを保管していた
ことが明らかになり、大問題となった」とか。。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 6時間6時間前 
Green Breezeさんがリツイートしました [A]とぅふ(ﾟ⊿ﾟ)たん
核兵器だろう。

[A]とぅふ(ﾟ⊿ﾟ)たん
@tofudjn 毎日新聞「米軍から地元消防に消火の応援依頼」
読売新聞「相模原消防が米軍と共に消火活動」

時事通信「米軍の規制のため消防は近づけず」

どういうことやねん

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
相模総合補給廠からの風向きは、24日4時の予報で伊豆半島方面。
徐々に向きを変えて、静岡、山梨方面に風がふれていきます。

24日 1時のリアルタイムアメダス（実測）では、箱根沼津、方面へ吹いていました。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 7時間7時間前 
在日アメリカ陸軍 相模総合補給廠　
危険。。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E5%BB%A0
…
"@soundmanlive123
爆発ココだね

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92252-
0205+%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%B0%8F%E5%B1%B1+%E5%9C%A8%E6%97%A5%E7%B1%B3%E9%99%B8%E8%BB%8D%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E5%BB%A0/@35.5807789,139.3777268,633m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x6018fd68de7cc359:0x6a6232da5f404e87
…"
https://twitter.com/soundmanlive123/status/635489873844015104/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
相模総合補給廠 爆発動画
https://www.youtube.com/watch?v=xc8L4fDOras …
とっとと逃げないと危ないのに…。
白リン弾があってもおかしくない。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【米軍関連施設で爆発音 相模原】
２４日未明、相模原市にある米軍基地の相模総合補給廠から爆発音がしたという通報

が付近の住民からありました。

消防車10台以上が出て消火活動に当たっています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150824/k10010200001000.html … 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 8時間8時間前 
マジか？放射能漏れの危険性〜

"@Terror_Monitor
#JAPAN
There Is Fear About A Risk Of #Radiation Leak At #Kanagawa Base: Official"
http://twitter.com/Terror_Monitor/status/635500859544092673/photo/1pic.twitter.com/WeVHIfIYtl

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
畑中章宏 @akirevolution · 9時間9時間前 
相模原市に所在する米軍基地の概要

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/beigun_kichi/004195.html …

http://85358.diarynote.jp/201508241047003787/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508241047003787/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150824/85358_201508241047003787_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150824/85358_201508241047003787_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150824/85358_201508241047003787_3.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7f4d280ebe0c841768eaf819041d3ff6
https://www.youtube.com/watch?v=E38kOTeUUO4
https://www.youtube.com/watch?v=KbdALyoeClM
https://goo.gl/JFvQSM
https://www.youtube.com/watch?v=N_0CdLWeVPE
https://twitter.com/RT_com/status/635504274416533504/photo/1
https://twitter.com/asahi_photo/status/635605317758267392/photo/1
http://youtu.be/W9F0MZEHq-M
http://www.kodomonokuni.org/m_guide/tanbo2.html
http://nerv.link/0lk06y
http://park30.wakwak.com/~weather/geiger_index.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/635529926364434432/photo/1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E5%BB%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E5%BB%A0
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92252-0205+%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%B0%8F%E5%B1%B1+%E5%9C%A8%E6%97%A5%E7%B1%B3%E9%99%B8%E8%BB%8D%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E5%BB%A0/@35.5807789,139.3777268,633m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x6018fd68de7cc359:0x6a6232da5f404e87
https://twitter.com/soundmanlive123/status/635489873844015104/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=xc8L4fDOras
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150824/k10010200001000.html
http://twitter.com/Terror_Monitor/status/635500859544092673/photo/1pic.twitter.com/WeVHIfIYtl
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/beigun_kichi/004195.html


https://www.youtube.com/watch?v=G0Csk9ACXvw
吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT300UP】 幅広の顔は経営者、IQの高い人は整った顔。顔をちらっと見ただけでも
、その人の力、知性、さらには犯罪傾向まで丸わかり（米英研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52198993.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/635477866361155585/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=FG24tbMSpX8
迷走するサラバンド 

cmk2wl @cmk2wl · 8月21日 
2015年8月21日、新聞晨報によると、天津市の爆発事故現場にできた巨大な水たまり
から、基準値の800倍を超える濃度のシアン化合物が検出された。 
Record China

cmk2wl @cmk2wl · 8月21日 
シアン化ナトリウムが空気中の二酸化炭素、湿気又は酸、水と接触すると、シアン化

水素が発生する。水溶性で皮膚を通しても吸収する。呼吸で吸入するシアン化水素ガ

スは致命的。酸素を利用するからあらゆる臓器に影響する。

袖捲りしてる。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/634746652599959556/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 8月21日 
天津の爆発事故現場は、21日の時点でも火災が発生しているらしい。
日本は高空で風下。

https://www.youtube.com/watch?v=UkG5qtj3d70
コミカル★パレード
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（８月24日）　「サバイバル能力が高い」お野菜／知ってる？被曝って酸化するん
だよ。酸化って、老けるって事。綺麗で居たかったら被曝防御を怠らないこと。

http://85358.diarynote.jp/201508241319025236/

火災現場と東芝川崎 【原子炉】 は １００ｍしか離れてない！／
立体機動に映れ！…（違っ

2015年8月24日 ダイエット コメント (2)

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7分7分前 
名無し：08/24 12:21
【日鉄住金鋼管の川崎製造所で火災】

川崎市消防局によりますと、午前１１時３５分すぎ、川崎市川崎区浮島町の日鉄住金

鋼管の川崎製造所の倉庫で火災があり、現在、激しい炎と黒い煙が上がっています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150824/k10010200351000.html …

amaちゃんださんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
現在大火災中の川崎、日鉄住金鋼管の火災現場と、東芝川崎原子炉は１００ｍしか離

れていない！ 
https://twitter.com/tokaiamada/status/635657071866740736/photo/1

戸谷真理子 @irukatodouro · 1時間1時間前 
現在大火災が起きている浮島の日鉄住金鋼管、隣の東芝は原子炉および廃棄物保管を

していたはず　

　

https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92210-
0862+%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%8C%BA%E6%B5%AE%E5%B3%B6%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93+%E6%97%A5%E9%89%84%E4%BD%8F%E9%87%91%E9%8B%BC%E7%AE%A1%E5%B7%9D%E5%B4%8E%EF%BC%88%E8%A3%BD%EF%BC%89/@35.5333003,139.7677489,16.21z/data=!4m2!3m1!1s0x601866a95f30cf91:0x72d664c28d5aa045
… …　東芝の原子炉　http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html …
　@yamamototaro0 @hatatomoko 影響ないか心配です

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 2時間2時間前 
原子炉もってる東芝の隣で火事じゃないか

　

https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC,+%E3%80%92210-
0862+%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%8C%BA%E6%B5%AE%E5%B3%B6%E7%94%BA%EF%BC%91%E2%88%92%EF%BC%93+%E6%97%A5%E9%89%84%E4%BD%8F%E9%87%91%E9%8B%BC%E7%AE%A1%E5%B7%9D%E5%B4%8E%EF%BC%88%E8%A3%BD%EF%BC%89/@35.5333003,139.7677489,16.21z/data=!4m2!3m1!1s0x601866a95f30cf91:0x72d664c28d5aa045
…

AKIRA 2024さんがリツイート 
匿名希望 @ufg2011 · 16時間16時間前 
生体センサーは極めて優秀である。そして、それらに比べると、放射能を測定する計

測器の類は軒並みザルである。

https://www.youtube.com/watch?v=1Uw6ZkbsAH8
Coldplay - Princess Of China ft. Rihanna 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
『食べること、やめました』（森美智代）

http://tankyu.hatenablog.com/entry/20100715/mori …
多発性硬化症にも有効かも知れない

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
食料が三分の一ですむなら、自給率3割の日本農業でも、何とかやってゆけるでしょう
食メニューも、千日回峰行者、酒井雄哉に倣ってわずかな精進食にすればよい

http://homepage3.nifty.com/searun/turedure/sakai.htm …
一日、馬鈴薯、甘藷を一個食べられれば、何とか生き抜いてゆけるでしょう

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
食料が消えたら、最初に、日三食を一食にします

量は、どちらも同じです

量が三分の一になっても人間の体調は良くなることこそあれ、悪化し饑餓で死んだと

の報告はどこからもありません

つまり我々は必要量の三倍も食べ過ぎているんです

食を減らせば身体の消化力は数倍に上がるのです

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
現在、日本は食糧の7割を輸入に依存し、自給は3割程度と言われています
食糧が失われたとき、都会から人々は田舎に押し寄せ、あらゆる農産物、種籾まで食

い尽くしてしまうと、あの世に行って未来を見てきた木内鶴彦氏が指摘しています

出口王仁三郎も、しばらくの間、木の根でも食ってろと言った

「第２次世界大戦」の後、

アメリカの進駐軍（日本占領軍）が、

旧日本帝國軍に投降した欧米兵士の捕虜に、

「木の根を食わせたから虐待だ」と、

料理兵を戦犯として告発した例があるけど…

http://www.kitayasai.com/yasai/yasai18.html
ごぼう　Edible Burdock

　北海道のひとはどうも自覚が無いらしいのだが、

「北海道のごぼう」は、関東や東北のものに比べ、

はるかに太く！重く！でかく！味が濃く！（＾＾）！

つまり、とっても…旨い…！

飽食の時代にあって肥満になりたくない人と、

困窮の時代になって餓鬼になりたくない人は…

https://www.youtube.com/watch?v=_rAh1XcgCzA
ゴボウの立体枠栽培

とっても美味しい「北海道の！」ゴボウと玉ねぎ喰っとけ…！

（ちなみに北海道のゴボウは柔らかくて美味しすぎるので、キンピラとか逆にもったいないです

。そのままゴロゴロの煮ものとか、ごぼうメインの「芋煮汁風」とかおすすめです…♪）（私は
ほぼ皮ごと喰っちゃう♪）

https://www.youtube.com/watch?v=g8MElqUZlwo
親菜瓜男 『ごぼうエンペラー』pv 

まぁつまり、私に性格が似ている？ハンジ（画像参照）のよーに、

「サバイバル能力が高い」お野菜です…ｗ

amaちゃんださんがリツイート 
☆ 未 @hosimirai · 5時間5時間前 
@tokaiamada 私の知ってる人も76才なのに、35才位の立ち姿の人もいます。お米一日
8尺と、糠味噌漬物のキュウリとニンジンを一本ずつ召し上がるだけ。資産家ですが、
若さを保つため。一度も肥ったことが無いとか。

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
成人に必要な食糧は一日2000キロカロリー前後と言われています
これは医者学者が言ってることですが、本当はたぶんウソです

千日回峰の行者の食は日1000キロカロリーにも満たず、これで６０Kを歩きます
一日少しの青汁だけで生きてる森美智代さんもいます

日一食だけの人もたくさんいる

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
安倍や麻生のような超低脳首相が登場してくるようでは、日本は終わりです

もうすぐ正真正銘の世界大恐慌から日本は国家瓦解、未曾有の大混乱がやってきます

最悪のシナリオは国債金利上昇によるデフォルト破綻です

こうなれば一切の輸入がストップします

食糧も石油も消えてゆきます

https://www.youtube.com/watch?v=OtfShWU-WYM
鮎牛蒡/波模様 

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 8時間8時間前 
イタリアの裁判所はワクチン中の水銀とアルミニウムが自閉症の原因と判決

https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=96227 …
イタリアのミラノの裁判所は

英国の腐敗した大薬剤企業グラクソ・スミス・クラインが製造した

ワクチンが少年の自閉症の原因だとの判決を下してから５ヶ月以上経 過する

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 14時間14時間前 
乳酸菌が働いて他の消化器官でもアルコールを分解する。放射能も農薬も分解する

はず。万能。乳酸菌を薄めた水で目を洗うとスッキリ見える。自己責任でどうぞ。

@momoa_mjlove

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 14時間14時間前 
乳酸菌はアルコールを肝臓だけではなく腸など他の消化器官で分解する力があると知

ったので飲酒前にせっせと飲んで寝る前も朝昼もせっせと飲んだ。そうしたらお腹の

激痛が始まったので胆嚢の砂が胆管に落ちたんだろう。胆嚢だとは医者も想像ダニし

なかったようだ。

@momoa_mjlove

AKIRA 2024さんがリツイート 
kyoko @manmaru358 · 15時間15時間前 
放射性物質拡散予測

スイス気象局ＨＰ http://atmc.jp/switzerland/ 
う。台風はやはり厳しいなぁ…
明日は巣籠もりの準備します！

常備菜なに作ろうかな〜 
https://twitter.com/manmaru358/status/635435240152940544/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 24時間24時間前 
めいちゃんさんがリツイートしました Toru_Nan
おせんべいを食べて血豆が出来た人が問い合わせをしたら、「今年から国の指導で政

府米を使うように」と言われているとのツイありました＞＜
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http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html
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https://www.youtube.com/watch?v=1Uw6ZkbsAH8
http://tankyu.hatenablog.com/entry/20100715/mori
http://homepage3.nifty.com/searun/turedure/sakai.htm
http://www.kitayasai.com/yasai/yasai18.html
https://www.youtube.com/watch?v=_rAh1XcgCzA
https://www.youtube.com/watch?v=g8MElqUZlwo
https://www.youtube.com/watch?v=OtfShWU-WYM
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=96227
http://atmc.jp/switzerland/
https://twitter.com/manmaru358/status/635435240152940544/photo/1


ますます拡散、、、 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月23日 
名無し：08/23 07:52
ぶらぶら病とか眠り病とか頭痛は高山病で酸素が供給されないときの症状に類似して

るから赤血球が減少してるんじゃない？

ということは白血病で造血細胞がやられてるってことかな。

さらに進行すると永眠病が流行しだすよ。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月22日 
名無し：08/22 19:27
東京から安全食材が逃げていくわ…
関東の危険厨が西日本の食品を買えば買うほど

食品会社は関東向けの工場を拡充するわ…
徳島の豆腐が静岡になるのは、まだ笑い話

三重の卵が茨城では、もう購入する意味無いわ…
#ＯＫストアで売ってる三重卵は 

https://www.youtube.com/watch?v=RcjgpRZ43Ic
鮎牛蒡/グッド・バイ

AKIRA 2024さんがリツイート 
あにょん @apu358 · 16時間16時間前 
@k2cyan みんな、目に見えないものを見ようとしないんですね。 TVの情報だけを信
じて、実際何が起きているのか知ろうともしない。

それじゃあ国に殺されてしまいますよね。

私は長生きはしたいと思いませんが【殺される】のは嫌なんです。

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

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日14:13

amaちゃんださんがリツイート 
portal311 @portal311 · 2013年7月2日 
今日、ニュースの中で「足の病気」についてやってた。むくみ・かゆみ・シビレ・痙攣。放置し

ておくと壊死したり歩行困難に。むくみや痙攣は被爆の症状にもある。糖尿病からも足に症状が

出る。被爆の中に糖尿病が増えるという例もある。「足」は健康のキーポイント。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日22:27

AKIRA 2024さんがリツイート 
meglalala＠禁被ばく戦争反対 @kissmeyummy · 2 時間2 時間前 
知ってる？被曝って酸化するんだよ。酸化っていうのは、老けるって事。あっという間に爺婆

になっちゃうよ。綺麗で居たかったら被曝防御を怠らないこと。

 

https://www.youtube.com/watch?v=RcjgpRZ43Ic
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（８月24日）　なにしろ自慢じゃないけど「友達ゼロにん」の人で、実親姉弟ともほ
とんど絶縁状態。

http://85358.diarynote.jp/201508241711596405/

閑話休題…ｗ（＾＾；）ｗ…
2015年8月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
　

なにしろ自慢じゃないけど「友達ゼロにん」の人で、

実親姉弟ともほとんど絶縁状態に近いので、

メールチェックなんて就職活動でもしている時いがいめったにしない。

（実際「業務連絡」以外はすべてスパムである）。

（＾＾；）

いま、2015/08/24/17:00ほどに、久しぶりに必要があってメールボックスを開いたら…

日記に削除依頼がきております 

日記に削除依頼がきております

Diarynote事務局 
2015/07/22 

宛先: 歌いながら大地を歩》
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）様

いつもご利用ありがとうございます、DiaryNote 事務局です。
お書きになった以下の URL の日記およびコメント欄に対し、

http://85358.diarynote.jp/201202130840077863/

業務妨害、名誉毀損にあたるとしてご本人様の代理人弁護士からお問い合わせがきて

おります。

該当記事の削除依頼がございましたので、該当日付の日記の削除をお願いいたします

。

http://85358.diarynote.jp/201508241711596405/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201508241711596405/
http://85358.diarynote.jp/201202130840077863/


なお、1 週間を経過しても削除されない場合、事務局にて該当部分を削除させていただ
くことがありますのでご了承ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ははははは…ｗ（＾■＾；）ｗ

削除済だね、とっくにｗｗｗ

内容保存の隠し匣みて、何が「消された」のか、調べて来ようっと…ｗｗｗｗ

　

 
ひみつ日記

これか！ｗｗｗｗ

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

【DiaryNote】2012-02-13 : 悪徳社長は【同一人物】。 
◆ テーマ
就職・転職

◆ 日付
2012-02-13

http://85358.diarynote.jp/ からも畑楽希有＝はたら（く）きあり＝桐木りすさんの日記を確認でき
ます。

◆ 日記タイトル
悪徳社長は【同一人物】。

◆ 本文
　事実のみ書きます。

１．昨夏、私に対して、

http://85358.diarynote.jp/


「必ず来年の春、月給１４万円の正社員にする！」と、

　口頭で繰り返し確約し、

「だからそれまでは月２万円の【研修生】としてガマンして、がんばって！」とか言っておいて

、

　昨秋、「研修の受け入れを終了する」とのメール一本で、

　「出ていかなければ警察を呼ぶ！」

　とまで脅迫して退寮を迫り、私をホームレスの境遇に陥れやがった、

　フ....（株）の、
　ＣＥＯと、

　この会社のＣＥＯは、

　株式会社A... G... M...

http://www.a....。
＞Chief Executive Officer 淺◆◆

【同一人物】です。（－－；）

（同一人物である、ということは、労基署で確認済み）

　判断は、皆さんにお任せしますが……。

　就職や、不動産の売買に際して、「この名前」を、見たら……

「要注意！」と……

　友人・知人・親戚のみなさんにも、情報を、提供してあげてください……。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日17:28
 
まだ、生きてたんだ？

本人…（＠＠；）

逆にビックリ。（＾＾；）

あれだけベクレてて、他人の恨み、買いまくっているのに…

そして、複数人から、訴訟を起こされている。はずだが…

まぁ、今夏の放射能禍をもしも「生き延びられたら」…

イノチギタナサに免じて、私に対する詐欺罪の分については、

【恩赦】にしてやるよ…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日17:31
 
そうだった。日本の民法？だと、

「本当のことを書いても、書かれたやつにツゴウの悪い真実だったら」

有罪なんだっけ…？　（犯罪者を、放置することになってもね…！）
 

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


（８月24日）　ハンジぐらい、痩せてやる…ッ！

http://85358.diarynote.jp/201508241827052785/

努力目標。（＾＾；）

2015年8月24日 ダイエット コメント (3)
　

　

１．せめて週１回くらいは、（ＰＣの）メールボックスも点検する。

　ｗ（＾へ＾；）ｗ　（※携帯に来るメールは毎日みてる）。

２．室内の不用品を「海外逃亡に向けて」処分する！

３．体重を、あと６kg減らす！（年内？）

４．【 腹 筋 を 割 る ！ 】ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=JCpmS8Y0490
爆風スランプ 「無理だ！」 [1985年] 

https://www.youtube.com/watch?v=GmYsbzbL8qQ
ワニのポーズ応用編で腹筋鍛える@奈良天理嘉幡歪み矯正ヨガ教室　20150715
　

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日19:27
 
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 59 分59 分前 

みっともない言い訳をするならば、行動で示したまえ。原稿を書きなさい。

http://85358.diarynote.jp/201508241827052785/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508241827052785/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日20:15
 
あぁ疲れた…（〜〜；）…

ようやくフツーに、自転車の通販を申し込んじゃいました…

なんで、こんなに、時間がかかったんだ…？？？？

…（〜〜；）…＜実務能力、低すぎ！
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日20:16
 
とにかく！

ハンジぐらい、痩せてやる…ッ！

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…””

（性格と顔は似てる？んだから、イケルはず…ッｗｗｗ） 　
　

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150824/85358_201508241827052785_3.jpg


（８月24日）　２０１２年には、４７kg だったのよ !?／生き残ることが、すべてで
すよ。

http://85358.diarynote.jp/201508242032204262/

「俺が諦めることを諦めろ！」

2015年8月24日 ダイエット コメント (3)

AKIRA 2024さんがリツイート 
meglalala＠禁被ばく戦争反対 @kissmeyummy · 2 時間2 時間前

知ってる？被曝って酸化するんだよ。酸化っていうのは、老けるって事。あっという

間に爺婆になっちゃうよ。

綺麗で居たかったら被曝防御を怠らないこと。

（前々項http://85358.diarynote.jp/201508241827052785/ 続き。）

だって。実際、「不可能ではない」んだよ…

http://85358.diarynote.jp/201508242032204262/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508242032204262/
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史実（？）として、実証され済みだから…

http://85358.diarynote.jp/201204182037487436

　ｗ（＾＾；）ｗ

２０１２年には、４７kgだったのよ!?

２０１５年には、６０kgまで肥えてた…って、ナニゴト…!?

（げんざい５８kgまで戻しました…☆）

為せば、成るッ！！

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

　

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日22:37

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月23日
 
生き残ることが、すべてですよ。

 
国が、無法状態で、国民に

放射能ばら撒いて

殺してる、一方的な戦争ですよ！！！

 

http://85358.diarynote.jp/201204182037487436
https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs
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4年5か月前から、開戦してるのに
核戦争の最前線の東京で

「戦争反対！」と言わせといて

 
全員銃殺しなくても

勝手に汚染で死んでゆく

こんな国の考えも理解できないのか？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日22:42

AKIRA 2024さんがリツイート 
義大くん @nouberunomae · 5月26日
みんなは本当の所、喉が痛いのも口内炎が出来やすくなったのも、鼻血が出やすいのも、疲れや

すいのも、熱中症が多いのも、急病人がいて電車が遅延する事が最近多くなったのも、放射能の

せいだと分かっているが、だからと言って個人ではどうする事も出来ないから、知らないふりを

してるのかな？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月25日1:20

amaちゃんださんがリツイート 
ﾐﾝｺﾘﾝ 原発いらない健康おたく @mincorinrin · 6時間6時間前 
@tokaiamada
 
私も１日１食です。毎日ヨガアサナ(ヨガの体操)もしています。
 
カナリアでしたが、かなり健康になりました。
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（８月24日）　ちなみに私の本籍【カナガワ】県民。亡父の故郷と一族郎党の現住所
は【フクシマ】ですが…なにか？

http://85358.diarynote.jp/201508242112238224/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日23:14
　

ちなみに私の本籍【カナガワ】県民。

母と実弟のいる家は横浜で、

【ヨコスカ】に近い鎌倉に亡祖母の家が、

長年暮らした日の死は【サガミハラ】のお隣で、

従姉の家族が【カワサキ】在住。

実姉と従弟家族が【チバ】在住。

亡父の故郷と一族郎党の現住所は【フクシマ】ですが…

なにか？

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月25日1:21

amaちゃんださんがリツイート 
新城 紘大 @arashiro0807 · 12時間12時間前 
今回の台風被害状況

車が横転

木々が倒れて

電柱も倒れて

牛小屋の屋根も全部剥がされて、1万件以上停電してる
恐るべし台風15号！
歴史に名を刻んだ15号。笑
停電だけ早くなおってほしいわー 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月25日1:23
amaちゃんださんがリツイート 
  みえないばくだん @hopi_domingo · 10時間10時間前 
韓国でも…。。

液化天然ガス（LPG）運搬船の内部で火災〜
https://translate.google.co.jp/translate?sl=ko&tl=ja&js=y&prev=_t&hl=ja&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Fwww.yonhapnews.co.kr%2Fbulletin%2F2015%2F08%2F24%2F0200000000AKR20150824062300052.HTML&edit-
text= …

"@okasanman
韓国、大宇造船で火災　黒煙が上が
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るhttp://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/08/24/0200000000AKR20150824062300052.HTML
…"
 

【カワサキ】 市内原子炉 ５カ所／住宅街に遺体安置所／首都圏
は除染区域レベル／渋谷区の30µR/h＝0.3µ㏜/h‼は高すぎるだろ
。

2015年8月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=9CnUGaH51IA
The Earth, The Air, The Fire, The Water, Return 

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
台風15号対策で、学校のLANが18時から明日まで停止することになりました。その間
、フレア速報やWebページの自動更新も停止します(今日のニュースのページだけ見ら
れます)。M5のフレアが起きているときなのに、申し訳ありません。

https://www.youtube.com/watch?v=EQQWwFnk198
Circle Within A Circle

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました バカボンのパパなのだ！
数年前とか、忘れた頃にまた？ではない。

今日一日のうちにあった事実。

報道は安全を装うように爆発事故としていても

米軍基地が爆破され

http://twitter.com/HGe2/status/635771313651474433 …
羽田付近でも爆破。

http://twitter.com/HGe2/status/635770519476813824 …
日本政府は何者かに脅されてるのか？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 2時間2時間前 
国は最初から分かっていた…
　NNNドキュメント
　2つの“マル秘”と再稼働 国はなぜ原発事故試算隠したか
　https://www.youtube.com/watch?v=3KBxosFcprs&feature=youtu.be …
　事故から100時間を超えると
　「原発」の方が「原爆」よりも残留放射能が多くなる

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
「世の中には、科学による偽装ということがある。まことしやかに数字を並べ、図表

を飾り、いかにも検証された真実であるような情報が実はウソの塊という場合もある

のだ。」

池澤夏樹

…今、またやった。（－－；）また、さっくり消した…★
（復元＋続行…ッ！）

https://www.youtube.com/watch?v=zHtGPK6Q6bI
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MAY THE CIRCLE BE OPEN 

スイカの名産地 @suika_mesan · 46 秒46 秒前 
スイカの名産地さんがリツイートしました ドラえもん
フクイチ(コミック)では突然の死亡はよく見る光景…と描かれていました 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
世界の原発

①フランス：アレバ社は実質倒産

②アメリカ：GE社は原発撤退
③ドイツ：シーメンス社も原発撤退

④日本：人類史上最悪の原発事故で、収束のメドもたってないのに、日本全国で原発

再稼働の方針。しかも原発を海外に輸出。輸出先で出た「核のゴミ」も、日本が受け

入れ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 1 時間1 時間前 
東京湾岸地域、千葉が劣化ウランですさまじく汚染されている。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=273659&g=122201 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
つい昨日まで神奈川県に #プチ原発銀座 があるなんて
一部のひとしか知らなかった。

今日一日で大勢が認識。

http://twitter.com/ST0NES/status/635773964657135617 …
ヤバイことバラすのと引き換えに

驚かせ、それで目をくらませ、なにをしようとしているのか？

全国の原子炉の連続再稼働？それだけ？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 1時間1時間前 
神奈川と世田谷線量高いわけなのだ！RT @20resist5: 川崎市内原子炉施設が、５カ所
ある！URL http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000032054.html … 
https://twitter.com/20resist5/status/635772602355617792/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 2時間2時間前 
さんざん秘密で臨界実験されてるっぽいのだ！RT @takamatsu_m: 日本が終わるとこ
でした。小型原発がある。 QT @“@daisumatsu: 川崎の火災。隣？は東芝の臨界実験す
るとこらしい。”
https://twitter.com/honest_kuroki/status/635683384400809985/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
相模総合補給廠爆発事故

米国防総省「現場の倉庫は危険物を保管するためのものではなく、弾薬や放射性物質

はない」

放射性物質にわざわざ言及してる。国防総省乙。

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【油井さん 「こうのとり」キャッチに成功】
日本の宇宙輸送船「こうのとり」の5号機が国際宇宙ステーションに接近し、24日午後
7時半前、宇宙ステーションに滞在している日本人宇宙飛行士の油井亀美也さんがロボ
ットアームで「こうのとり」をキャッチすることに成功しました。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 2 時間2 時間前 
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そーいえば、プルトニウムを運搬する車って朝早く走ってるって読んだ気がするんだ

けど。そんで、小学生とかが学校に行く時間にもホが残っているとかって…。
保土ヶ谷、朝の６時半なんだねー。なんか……怖ｯ!!!Σ(ll||дﾟﾉ)ﾉ

AKIRA 2024さんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 3時間3時間前 
連中も、４〜５年目から放射能被曝被害が大爆発を起こすことを知っているんだろう

から、このあたりでタイムリミットだと、いろいろ動き出すんだろうな。

AKIRA 2024さんがリツイート 
meglalala＠禁被ばく戦争反対 @kissmeyummy · 3時間3時間前 
やっぱり全然解ってない・・・。放射性物質は、ヨウ素１３１もなんもかも、肺に吸

ったらいけなかったんですよ。逃げる間も無く、屋内退避も、密閉された空間にしな

いといけないくらいの有様だったんです。都民3600ベクレルの被曝量を馬鹿にし過ぎ
だわ。

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 · 3 時間3 時間前 
〔台風15号〕鉄道：あす25日の運転計画 JR九州の在来線は始発から全路線で運転見合
わせ(24日18時現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150824-00000016-rescuenow-soci …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【熊本・水俣市 全域に避難勧告】
熊本県水俣市は台風15号が25日明け方に市内に最接近するとみられるため、早めの避
難を呼びかけようと午後5時に市内全域の1万2082世帯、2万6010人に避難勧告を出し
ました。

http://nerv.link/JoDL16

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
少し落ち着いてきたのかhttp://www.blackcatsystems.com/RadMap/?
locale=japan#map_canvas …
といっても0.11µSv/h以上は国際的に人間が生活できない常識なんだが‥
2015年8月24日17時現在、渋谷区の30µR/h＝0.3µ㏜/h‼これは高すぎるだろ。 
https://twitter.com/ST0NES/status/635732014704930816/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
GOES衛星のX線グラフでM5.6フレアを見ると、X線強度の変化は短い時間で終わって
います。 http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
M5.6フレアのSDO衛星AIA131の画像です。
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/browse/2015/08/24/20150824_071333_1024_0131.jpg
… #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
[速報] M5.6 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、8月24日16:33 JST (24
日07:33 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ULTRA SOUL @ultra_soul_730 · 5時間5時間前 
米軍基地が爆発の次は原発企業を押し付けられた東芝の川崎原発脇で大火災またお前

か濃厚です http://amba.to/1WNS8PA 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5時間5時間前 
α線の風が吹けばイシヤが儲かる

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150824-00000016-rescuenow-soci
http://nerv.link/JoDL16
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas
https://twitter.com/ST0NES/status/635732014704930816/photo/1
http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/browse/2015/08/24/20150824_071333_1024_0131.jpg
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://amba.to/1WNS8PA


【千葉県東葛飾郡】風の強い日は”30-50μS/hというものすごいα線数値”
今日のような風の強い日は、

３０〜５０μS/hという
ものすごいα線数値をコンスタントにたたきだす。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d6d701442388c1d67620e75207843f57 …

Mペッコ @pecko178 · 6時間6時間前 
Mペッコさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
その延長線上にもんじゅ？

フォッサマグナで日本を分断？

単なる勘だけど… 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 6時間6時間前 
本当に日本はキノコ雲が大好きだな。

東京でもキノコ雲かよ。

http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/460904/Japan-airport-Fire-Tokyo-US-
military-base-explosion … 
https://twitter.com/SyntaxUGS/status/635710954274058240/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
関東の原発銀座。@cmk2wl 川崎にはいろいろある。
東芝原子力技術研究所 非均質型臨界実験装置
東芝研究炉管理センター 非均質型原子炉 
東京都市大学原子力研究所 固体均質型原子炉 日立 非均質型原子炉
日立 電力・電機開発研究所 非均質型臨界実験装置
廃止措置中を含む。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
.@eronewchikayork 川崎の東芝の原子炉などで何十年も汚染がある関係上、#相模原 周
辺も兼ねてより0.77とか0.59µ/Svhなどと行政も知っているわけです
がhttp://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/kankyou-
hozen/522000/pdf/2011_1209_sokutei_5cm.pdf …
江東区の「23」という固定された表示を超えるときが注意です。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
川崎からの風向き（アメダスリアルタイム）8月 24日 13時 00分
風は横浜、箱根、沼津、伊豆半島方面へ。

https://twitter.com/cmk2wl/status/635699700843196416/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
日鉄住金鋼管。鋼管を扱っている工場だけど何が燃えたんだろう。

燃え方が激しい。

検査用の放射線源はあるだろう。

コバルト60なんかが使われているケースが多い。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 7時間7時間前 
バカボンのパパなのだ！さんがリツイートしました みえないばくだん
ｶﾅｶﾞﾜってどこなのだ？RT @hopi_domingo: 放射能漏れの危険性あり〜米軍当局〜消
去された？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 7時間7時間前 
東芝に延焼すると報道が先に鎮火するっぽいのだ！RT @styhn00: 川崎市浮島の火災、
南は花王で南東は東芝の原子力技術研究所で原子炉がある施設か。で、花王の設備に
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延焼してんのね。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cazman @tumaMo · 7時間7時間前 
なんでこう毎日毎日爆発が！？

宇宙天気ニュース @swnews · 7時間7時間前 
[記事] 太陽風の速度が高まっています。2403黒点群は規模を保っています。
http://swnews.jp #swnews

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT100UP】 地球上に浮かぶ巨大なプラズマチューブの存在を確認（オーストラリア
研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52199167.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/635659102543220736/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
箱根：大涌谷への立ち入り規制が緩和

24日から一部解除。理由は箱根町は「火山活動の鈍化傾向が１か月以上続いている」
として、段階的に警戒区域を緩和する（画像：24日13時の大湧谷）
報道：http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2569741.html … 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/635673247011373056/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：08/24 11:15 ID:-
北野美○子

6月に父が脳梗塞、
7月に叔母が脳梗塞で入院、
8月に旦那が虫垂炎で手術。
先週、義父が肺炎で入院して、今日私も足の手術。

やっぱり、皆が言うように、お祓いでもして貰えば良かったかしら？＠島根

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
#相模原〜藤沢、調布、東京都の世田谷の範囲で
0.24μSv/h超えている。短時間で。
http://twitter.com/ST0NES/status/635669403661549568 …
このまま続けば首都圏は除染区域レベル‥

風向きhttp://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
220.95,37.42,3000 …
逃げろ！ 
https://twitter.com/ST0NES/status/635673265864769536/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
2015年8月24日午後1時 現在
首都圏の放射線量グングンあがったりさがったり‥

なんでですか？@bouei_saigai：@DeptofDefense；@kantei；@IAEAorg
http://twitter.com/ST0NES/status/635654814358093824 … 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
最初のころの情報が消されつつありますね。

http://twitter.com/search?
q=There%20Is%20Fear%20About%20A%20Risk%20Of%20Radiation%20Leak%20At%20Kanagawa%20Base&src=realtime=default&f=tweets
…
@hopi_domingo 放射能漏れの危険性〜@:#JAPAN There Is Fear About A Risk Of
#Radiation Leak At #Kanagawa Base
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bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 9時間9時間前 
’Sudden radiation spike in area surrounding #Sagamihara after blast. 
Noted.’
Via @ST0NES
https://twitter.com/ST0NES/status/635654814358093824/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
サガミ・ジェネラル・デポ…
米軍の兵器などの備蓄基地だから劣化ウラン弾が保管されていた疑いも当然

…http://twitter.com/2ch_NPP_info/status/635632780991303681 …
F1汚染とミックスですね。
@liolaialioleus 劣化ウラン弾とかもえたんでしょうか！川崎の火事も、只事じゃないで
すよね...

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
またか！誰がやってる？@RT_com BREAKING:Huge factory blaze erupts near #Tokyo
airport Pic via@:ice_watcher)
http://twitter.com/ST0NES/status/635622996929941506 …
https://twitter.com/ice_watcher/status/635644553819652096/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
HIROKO HIROKO @yanko165 · 10時間10時間前 
川崎？　浮島って原子炉あったよな

AKIRA 2024さんがリツイート 
ｶﾅｵ @kanaaatter · 11時間11時間前 
これ、あかんやつろ@羽田 
https://twitter.com/kanaaatter/status/635644040512344064/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：08/24 07:44
相模原市の米軍「サガミ・ジェネラル・デポ」の爆発事故の件だけど、ここは米軍の

兵器などの備蓄基地だから劣化ウラン弾が保管されていた疑いも当然ある。

#劣化ウランが燃焼すると酸化ウランの微粒子となり飛散する

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
相模補給廠には弾薬や放射性物質はない？

http://twitter.com/ST0NES/status/635641166709415938 …
じゃぁなんで短時間で見ても放射線量のあがり幅が、いつもより大きい？

http://twitter.com/ST0NES/status/635653251656892417 …
ほれ。このとおり。核汚染事故だろ。

https://twitter.com/ST0NES/status/635654814358093824/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
きをつけたほうがいい。#首都圏、#相模原
短時間で見ても放射線量のあがり幅が、いつもより大きい。

http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo …
あわせて、風の情報。

http://twitter.com/ST0NES/status/635621219941781504 …
国の情報はアテにならない。

ましてや米軍の言うことなど信用できない。

https://twitter.com/ST0NES/status/635654814358093824/photo/1
http://twitter.com/2ch_NPP_info/status/635632780991303681
http://twitter.com/ST0NES/status/635622996929941506
https://twitter.com/ice_watcher/status/635644553819652096/photo/1
https://twitter.com/kanaaatter/status/635644040512344064/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/635641166709415938
http://twitter.com/ST0NES/status/635653251656892417
https://twitter.com/ST0NES/status/635654814358093824/photo/1
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo
http://twitter.com/ST0NES/status/635621219941781504


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
国のデータよりもhttp://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=14&mode= …
ここが15分おきに更新で正確ですhttp://www.blackcatsystems.com/RadMap/?
locale=tokyo …。RT @a25rcc0cnz5kavj
＜神奈川・相模原＞ 放射線量の上昇に注意してください。 #sagamihara #kanagawa

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 11時間11時間前 
北海道から沖縄まで、全国各地に132か所の米軍基地がある。そのうち米軍専用基地
は83か所で、他は自衛隊との共用。
三沢空軍基地、横田空軍基地、横須賀海軍基地、岩国海兵隊基地、佐世保海軍基地と

沖縄の米軍基地群がある。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
神奈川県には、#核燃料物質 の倉庫、保管所がありすぎて困る。
http://pbs.twimg.com/media/BxoVbL6CUAACkoU.png:large …
資料は2011年のモノだが、なぜそれ以降は公表しない？@gensiryokukisei
三菱、東芝、旭化成、富士フィルム、防衛省、立教大学‥指定施設が米軍基地の付近

に存在。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
ルートは、山下公園の前の国道だよな。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a151110.htm …
原子力発電所等で使用される #核燃料物質 は日本全国を日常的に輸送されている。横
須賀市に全国の半分を製造する日本ニユクリア・フユエルの核燃料工場があり、神奈

川県は全国一核輸送が多いことで知られる。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
2015年8月24日午前10時 #放射能の風
やはりこの時間、首都圏の放射線量はあがっている。ナンチャッテ台風の影響でF1か
らの汚染は標高の高い場所へ流れ、標高1500〜1000㍍以下のところの風向は複雑にな
ってると考えたほうがいい。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 12時間12時間前 
東京のアメリカ軍基地でなんかあったみたいね。

東京はイスラミック・ステイトを支援してる可能性があるから要注意だね

BBC News - Fire breaks out at US-Japanese base of Sagamihara
http://www.bbc.com/news/world-asia-34035819 …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ogawa yo @ogawayo1 · 13時間13時間前 
相模原米軍基地の爆発。劣化ウラン弾に延焼、放射線量上昇の情報あり。誰だ、天津

の爆発事件を笑っていたのは。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
@mcas2187 @ST0NES 
@buick54aki: 相模原米軍施設での爆発
相模原からかなり離れた地点での今朝の

室内が通常の10倍の高放射線量
現場の線量と爆発した物質を詳

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLAS0040009_T20C15A8000000/ … 
https://twitter.com/Siena5069/status/635584792784867329/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 

http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=14&mode=
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo
http://pbs.twimg.com/media/BxoVbL6CUAACkoU.png:large
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a151110.htm
http://www.bbc.com/news/world-asia-34035819
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLAS0040009_T20C15A8000000/
https://twitter.com/Siena5069/status/635584792784867329/photo/1


ふーみん @Siena5069 · 14時間14時間前 
ふーみんさんがリツイートしました 陣 No War&Nuke&Hate
核物質は無かったとの事だが本当だろうか？

相模原からかなり離れた地点での今朝の室内が通常の10倍の高放射線量！
現場の線量と爆発した物質を詳しく調べるべきだ。

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLAS0040009_T20C15A8000000/ … 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
陣 No War&Nuke&Hate @zinjoutarou · 14時間14時間前 
未明の相模原市の米軍基地の火災事故。あんな市街地のど真ん中に米軍基地の倉庫が

あり、中に何が保管されているか日本政府もわからない。返還運動があっても、なか

なか返還されない。沖縄の基地問題と、同じ問題 #クロス

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
WeaponsOfDestruction @WoDSerbia · 20時間20時間前 
There is fear about a risk of radiation leak at #Kanagawa base- Official #japan 
https://twitter.com/WoDSerbia/status/635499065543892992/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 8月23日 
[記事] 2403黒点群の活動は続き、Mクラスフレアが3回発生しています。
http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=YMFdXQ5zS_g
Ancient Mother

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 2014年7月30日 
川崎市も‥http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E5%B7%9D%E5%B4%8E&ao=a&order=allasc&page=4#d140730 …
@ST0NES 放射能汚染は福島だけではない。311当日、女川原発、劣化ウランのコン
ビナートが爆破された千葉、2013年の東海村J-PARC、震災がれき広域テロ、東北や群
馬の森林火災、日本の人口10分の1が拘束された首都圏‥

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2014年7月29日 
川崎市の住宅街に、突如遺体安置所が出来、住民が騒いでいるとテレビで流れたら

しい。なんでも、棺に入れられていない遺体をストレッチャーで運び込む様子が丸見

えなんだとか。

それほど、遺体が溢れているんだね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2014年6月21日 
名無し：2014年06月21日
浮島局…東芝の原子力部のある処。以前から時々こういうことがあります。通常の線
量率も常に高い場所です。ちなみに横須賀には核燃料をジルコニウム管に装填する工

場があります。…川崎市北部の王禅寺には日立の原子力研究施設が…
@2ch_NPP_info

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
・・・ @emacat_bot · 2014年5月29日 
東芝原子力技術研究所　臨界実験装置 (川崎市川崎区浮島)
http://sam.blog1.fc2.com/blog-entry-52.html …
研究用原子炉を運転再開へ、川崎区の東芝施設/神奈川
http://nanohana.me/?p=7869 

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLAS0040009_T20C15A8000000/
https://twitter.com/WoDSerbia/status/635499065543892992/photo/1
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=YMFdXQ5zS_g
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E5%B7%9D%E5%B4%8E&ao=a&order=allasc&page=4#d140730
http://sam.blog1.fc2.com/blog-entry-52.html
http://nanohana.me/?p=7869


東京湾にある原子炉と直下型地震

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-661.html …

https://www.youtube.com/watch?v=4dbHCdIq6iM
Lady of the moonlight 
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（８月24日）

http://85358.diarynote.jp/201508242307496803

【 逃 げ ろ ! ! 】 異常な爆発音／４号基の形は無い！

2015年8月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

AKIRA 2024さんがリツイート 
Hiroモン @Winhiro99 · 10時間10時間前

2015.08.24.12:18 久々に東電の建物の形が！
４号基の形は無い！Σ(´□｀;) 
https://twitter.com/Winhiro99/status/635653121427902464/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Hiroモン @Winhiro99 · 11時間11時間前

東電は過去に無い異常事態に陥っている��Σ(´□｀;)
放射能ガスの噴出が止まらない、ここ数日間��
たまに視界ゼロが途切れる。

対応は自己判断で各所調べて下さい�
2015.08.24.11:30 の画像、微かに輪郭が判る� 
https://twitter.com/Winhiro99/status/635645937260498944/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 17時間17時間前

フクイチの４号機側からのライブカメラの異常な揺れが、昨日から連続している。

JNN/TBSのライブからは、異常な爆発音も聞こえてくる。

かつてない危険な状態だ。

http://grnba.com/iiyama/

https://www.youtube.com/watch?v=u9jlEvPi06k
Love is Space - Deva Premal 

http://85358.diarynote.jp/201508242307496803/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508242307496803/
https://twitter.com/Winhiro99/status/635653121427902464/photo/1
https://twitter.com/Winhiro99/status/635645937260498944/photo/1
http://grnba.com/iiyama/
https://www.youtube.com/watch?v=u9jlEvPi06k


AKIRA 2024さんがリツイート 
Hiroモン @Winhiro99 · 2時間2時間前

2015.08.24.20：32 闇の中に灯りが付いた�
東電原発カメラは正常に作動していた�Σ(´□｀;) 
https://twitter.com/Winhiro99/status/635777465055473664/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 2 時間2 時間前 

@ST0NES @YuretaKamo 
昼頃もテロップで流れたけど、地震サイトは更新されず。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Update: Earthquakes @Earthquake_rt · 2時間2時間前 
Update: Earthquakesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes

RT ST0NES: 2015年8月24日14時49分ごろ福島県沖M5.0
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150824144950.html?e=289 …
震源はF1。浜通りでは朝7時36分ごろ
http://twitter.com/ST0NES/status/635758276253106176 …
地震情報も隠されるようになった。いよいよか？#福島第一原発で爆…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前

.@pecko178 いやな予感してきました。相次ぐ爆発情報にしても
http://twitter.com/ST0NES/status/635663787438112768 …

放射線量のデータも

http://twitter.com/ST0NES/status/630709053656690688 …
今まだ微妙ですが‥F1周辺の地震情報が世界に隠され‥

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前

まずいですね。#東電の原発事故 周辺で相次ぐ地震。
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=251 …

https://twitter.com/Winhiro99/status/635777465055473664/photo/1
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20150824144950.html?e=289
http://twitter.com/ST0NES/status/635758276253106176
http://twitter.com/ST0NES/status/635663787438112768
http://twitter.com/ST0NES/status/630709053656690688
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=251
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289


http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289 …

本日です。国際観測は更新を停止中。

http://twitter.com/search?
q=from%3ANewEarthquake%20japan&src=realtime=default&f=tweets …

@sp9bingotarou フクイチ揺れまくってます
　Yahoo!天気・災害 
　地震情報 - Yahoo!天気・災害 　地図画像と文字で震源地、震度、マグニチュードを
素早く詳しく確認できます。過去の地震も閲覧可能

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
備後太郎 @sp9bingotarou · 3時間3時間前

@ST0NES フクイチ揺れまくってま
すhttp://mfile.akamai.com/127380/live/reflector:51361.asx?bkup=52045&prop=a …

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 5時間5時間前

@yoriyori3 フクイチ揺れたから気をつけなきゃね。またどっと出るかも。

９ちゃん 9@chaaaan · 6時間6時間前

フクイチ　４号機側カメラ

揺れているけど、大丈夫？

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …

如月さっちゃん @mutsukikisaragi · 6時間6時間前

今度は川崎で…とか次から次へと。。
でも今フクイチの4号機側のカメラ、まるで地震かよってくらいに大揺れしてます！
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前

地震。福島第一ライブカメラには変化なし。

ただし、4号機側のカメラが揺れている。

http://twitter.com/search?q=from%3ANewEarthquake japan&src=realtime=default&f=tweets
http://mfile.akamai.com/127380/live/reflector:51361.asx?bkup=52045&prop=a
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html


http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 14時間14時間前

今日の犬吠埼 8/24 8:47 濃霧が台風の風で激しく移動している
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/635599899552186368/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 19時間19時間前

フクイチの４号機側からのライブカメラの異常な揺れが、昨日から連続している。

JNN/TBSのライブからは、異常な爆発音も聞こえてくる。かつてない危険な状態だ。
放射性物質や中性子線水蒸気が、出っぱなし！

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 8月23日 

ガソリンスタンドの知り合いが高速IC目の前のスタンドで働いてるんだけど、タイヤ
がバーストした車がかなり多いと言う

#真実線
横転の一因にもなる。甘く見ない方がいい

AKIRA 2024さんがリツイート 
Nadezhda @YYswd · 8月23日 
Nadezhdaさんがリツイートしました シェフ

プルームが東京まで下り埼玉群馬と北上したあの日、父母は埼玉県境でゴルフをして

いた。職業柄線量計を持っていて、それがものすごい勢いで針が振り切れアラーム

が鳴った。が、そのままゴルフをし続けた。どんだけ平和ボケしてるんだろう。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 8月23日

震災直後首都圏に放射性プルームが漂い始めた頃、既に線量計を持っていた人々は信

じられない高線量率を確認して日本崩壊の脅威を感じて避難を直ぐに始めた人達も

多かった。#震災直後直ぐに避難した人達

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/635599899552186368/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 8月15日

バリバリの御用学者であらせられる小佐古敏荘教授でさえこう言った。

「この数値（年間積算放射線量２０ミリシーベルト）を乳児、幼児、小学生に求める

ことは学問上の見地からのみならず、わたしのヒューマニズムからしても受け入れ

難い」 
https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/632501101053345792/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
meglalala＠禁被ばく戦争反対 @kissmeyummy · 6時間6時間前 
meglalala＠禁被ばく戦争反対さんがリツイートしました 原発再稼働で日本は終わる

高崎駅の傍の学校の校庭の土壌は、福島原発放射能事故後の2011年9月には、100ベク
レル/kg越えてました。校長や東京や高崎市教育委員会は、それを父兄に伝えないまま
、土煙を立てて、マラソンや大縄飛びを続行させました。

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前

【RT200UP】 40世代目で進化、数を数えることができるハエを誕生させることに成
功（カナダ研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52118391.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/635637699622256640/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前

みなさん分かってないですね

もう一度書きましょう

今から20年後、東日本の人口の数割が知的障害者になります

福島県内のフクイチ事故後の胎児被曝量は軽く5mSvを超えていて、４％以上が重度、
残りの大半も軽度知的障害者になるからです

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

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前

はっきりと断言しておくが、今から20年後の日本では、若者の数割が知的障害者とな
る

https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/632501101053345792/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52118391.html
https://twitter.com/karapaia/status/635637699622256640/photo/1
http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html


フクイチ放射能は3ヶ月齢胎児の脳を直撃し、5㍉被曝で４％以上の重度障害者を作り
、残りの大半も軽度知的障害になるからだ

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

弱者が世の中の多数派となるのだ

AKIRA 2024さんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 8月6日

福島原発事故以降、私の周りでも癌になる人は増えているが、最近気付いたことは、

認知症になる人がかなり多く出てきたことである。また、車いすを使用している若

い人、杖をついている若い人をよく見るようにもなった。被曝の影響がじわじわ出て

いる千葉市。

（※ちなみに、さっき（朝）「消された」のは、

　↑　このへんを「強調したい」エルのせいだと思う…）

https://www.youtube.com/watch?v=gPslo1DpE0E
The Heart of the Witch 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ハル @esmhal · 8月19日 
ヒビの入ったコンクリの隙間、錆びた金属、木の皮、コケ、カビ···

自分でやって除染が無理なのわかった。

汚染廃棄物が出て、でも、それはなくならない。

私は要らぬ被曝を増やした。　

事故前には、除染では戻せない。

除染では戻せないんだよ。

https://www.youtube.com/watch?v=1dl0KnyAAG8
Sacred Earth - Ancient Mother (1 hour)
　

 
 

http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html
https://www.youtube.com/watch?v=gPslo1DpE0E
https://www.youtube.com/watch?v=1dl0KnyAAG8


  
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月24日23:16
なんでこの作業が終わらなかったり、９時間前に作業情報が消されたり…
したかと言えば、「１０時間前」の情報を拾うためだったのかな…？？

…（－－；）…

お風呂はいって寝ますぅ…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月25日1:05
…この曲を３回くらい聴いたら眠れる。…たぶん…
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
Lia - karma

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月25日1:13
Hiroモン @Winhiro99 · 6時間6時間前 
ＪＮＮカメラのバックってほぼ海面なんですね、白波が立っている。

排気鉄塔の横に４号基カメラにある４号基建屋が無い！！

http://news.tbs.co.jp/newsi_sp/ust/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月25日1:19
AKIRA @AKIRA23150220 · 8 時間8 時間前 
首都圏の人々が大量に倒れ始めた。原因はF1からの高濃度放射性水蒸気を吸い込んだからだ。熱
中症はもう通用しない。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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故に別の放射能汚染源を作る。

絶対にF1には目を向けさせない。 

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
人類が経験した事がない未曾有の高濃度放射性水蒸気の噴出による放射線量急上昇を全世界に隠

蔽する為に原子力村のタコが自分の足を食べ始めた。

奴らの断末魔が聞こえる。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月25日1:27
０５

２２

４４４…死死死…？

ね（＾ま＾；）す…。
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月9日18:44
※

〜０６２０６５５、

＞０６２０６８８…☆
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（８月25日）　脳が委縮し始めてますよ。／路上就寝で車に轢かれ亡くなった人が７
月だけで８人もいる。（埼玉県警発表）

http://85358.diarynote.jp/201508250803572724/

【千葉】３０〜５０μS/h／脳が委縮／【雹に注意】 トリチウム
濃度高い触らない！／雨が地下の有毒ガスと化合し不気味な煙／

ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

2015年8月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

kenji @buick54aki · 43 分43 分前 
核は

地球を滅ぼす

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
plum @plum0909 · 8時間8時間前 
先日、中国大手電力会社（中国全土の半数以上の原発持ってる）のプレゼンの通訳し

たのだけど「中国はあまりに多種多様な原子炉が乱立しているので安全確保が難しい

」と、プレゼンの中ではっきりいった。一瞬会場の空気止まったけど私にはHELPに聞
こえた。中国の原発事故は時間の問題。

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

おはようございます０７：１６です。

札幌はこのうえもなく上天気。

無風。そして金属的な【死激】異臭がソコハカとなく充満…

早朝に窓を開けると「冬支度を始めなくちゃ！」と感じる季節になってきました…（街中には
ストーブ整備とか排雪予約とかのポスターが出始めています）。

みなさん、覚悟はいいですか…？

今年の冬は、かつてなく、厳しく、そら恐ろしく、そして、寂しいものになりますよ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=p47fEXGabaY
Ricky Martin - Livin’ La Vida Loca 

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【長崎県 記録的短時間大雨情報 2015年08月25日 05:41】
５時３０分長崎県で記録的短時間大雨

雲仙岳で１２１ミリ

▼この情報は、災害の発生につながるような稀にしか観測しない雨量であることをお

知らせするものです。ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
中国でまた化学工場火災 2015/8/24 23:30
鄭州市の火災では大量の化学物質が燃え、周囲では一時異様なにおいが充満した。

蘇州市の火災では、工場内の倉庫に有毒の化学物質があったとみられるという。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H8H_U5A820C1FF8000/ …

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【四国地方 気象情報 2015年08月25日 05:39】
台風第１５号の中心は、２５日５時過ぎに、熊本県宇城市付近を通過しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【熊本・宇土 沿岸部一部地域に避難勧告】
熊本県宇土市は、午前4時に、高潮警報が出されたことを受けて沿岸部の一部の地域の
合わせて2680世帯、7067人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/6quuBp

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
西日本のほとんどの地域は、東電福島原発の風下です。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【福岡県 警報情報 2015年08月25日 03:35】
福岡県では、低い土地の浸水や河川の増水、暴風、高波に警戒してください。

［福岡地方］大雨・洪水・暴風・波浪

［北九州地方］大雨・洪水・暴風・波浪

［筑豊地方］大雨・洪水・暴風

［筑後地方］大雨・洪水・暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【南北高位級会談 「準戦時状態」解除などで合意】
韓国と北朝鮮が今月22日から行っていた高位級会談は、25日未明、終了し、北朝鮮が
前線地帯に出した「準戦時状態」を解除する一方、韓国が北朝鮮向けの宣伝放送をや

めることなどで合意しました。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
北京公安消防総隊核生物化学処理部隊…「わが部隊の誇る最新観測車で、化学危険物
から生物病菌まで何でも調べられる」…防護服に身を包んで、猛毒に蝕まれた地面を
…李興華副参謀長「昨日も今日も同じ猛毒ガスのシアン化ナトリウムと神経ガスが検
出された。しかもどちらも危険水準の最高値を記録した」

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
「天津テレビの取材クルーが事故現場に真っ先に入り、この世のものとは思えない現

場の地獄絵を撮影している。そこには、大量の遺体も含まれている。その数は1000人
を超えていたかもしれない。何せ3000tもの危険化合物が爆発しており、無残な屍が四
方八方に転がっていたのだ。」

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
天津爆発事故　「連日の雨が地下の有毒ガスと化合し、市内のあちこちで不気味な煙

が立ち上っている。現場付近はいまだに防毒マスクを着用しないと近寄れず、世界第4
位の取扱量を誇る天津港は、復興のメドすら立っていない有り様だ。」

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150824-00044854-gendaibiz-cn …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7時間7時間前 
【雹に注意】 → 雹はトリチウムの濃度高いから絶対触らないで！
トリチウム水(T2O)は4.49℃で凍る！
高い温度で凍りやすい→雨、雹、雪となって降りやすい

サウジで雹が降ってMERS大流行し300人超死亡。
http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/tritium_lake_effect …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
またか！毎日やってるのか？そういうお祭なの？

風向きhttp://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
241.24,43.23,671 …
疲れてきたよ。@47news 中国でまたも化学工場火災　安全徹底は掛け声倒れ
http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015082401002202.html …
河南省鄭州市の化学工場で2015年8月24日、大規模な火災

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
#川内原発 修理などが終わり次第、出力を上げてフル運転に入るとしているが
詳細な日程は決まっていないという。2015/08/24 17:09【共同通信
】http://www.47news.jp/CN/201508/CN2015082401001759.html …
無理に動かしてヤバイので停めたところ

核燃料会社に他の原子炉の再稼働を煽られてる？

https://www.youtube.com/watch?v=xeBmvHG4P1U
Wisin - Que Viva la Vida 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
plum @plum0909 · 9時間9時間前 
Fukushima site becoming even less stable as crumbling buildings sink into ground
around reactors 1〜4号機7cmづつ沈んでるらしい。
http://www.naturalnews.com/050868_Fukushima_unstable_ground_nuclear_reactors.html
…

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
2015.8.23の画像。悪化してる。
https://www.youtube.com/watch?v=8h5_RJIagSE …
2015.08.23_16.00-19.00.Unit4side 
Fukushima Daiichi Live Cam Rec TimeLapse Automatic Upload System 60 times faster
3hours→3minutes 
緑色のガス、大量の蒸気、カメラの揺れ、夜の発光現象

台風15号の風が日本全国に撒き散らし、
進路的にフクイチ直撃コースも有り得る。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
福島で子供の甲状腺ガンや疑いが900人
2011年冬に目黒の都立大駅の近くの薬局で「甲状腺　ご相談下さい」と、 突然、貼り
出された。薬局の人に聞いたんだよね。当時のツイート→（http://twitpic.com/7zpi6v ）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/635808930132660225/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
これ2015年6月の報道
続報は、テレビで報道していないね

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/635803480649691137/photo/1
「福島の全ての子供の甲状腺検査。詳細調査で甲状腺にしこりなどが見つかり、ガン

の疑いがあるとされた人やガンと確定した人で、県は今年３月末時点の調査から900人
程度と見込む

Ｔ HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
帰還困難区域という看板

自分の家があっても「この先は、入るなよ」という看板

新築の家も数多くあるみたい。この先、人生、真っ暗。　今、九州で原発再稼働が

始まってるけど「地元の人は賛成派が多い」と聞く。こういう覚悟ができてんのかな

？

予言者・天瀬妃美花 Himika A. @nekomimimikon · 8月23日 
8月21日午後1時頃、１〜４号機タービン建屋で協力企業作業員が機材を運搬後、意識
を失ったという連絡が緊急時対策本部に入り、救急車を要請。作業員は、搬送先の病

院にて3時47
分に死亡が確認された。−東京電力株式会社 2015年8月22日

https://www.youtube.com/watch?v=n8F55puGHIs
Ricky Martin - Livin’ La Vida Loca (Spanish) 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7時間7時間前 
風が吹けばイシヤが儲かる

【千葉県東葛飾郡】

風の強い日は、３０〜５０μS/hという
ものすごいα線数値をコンスタントにたたきだす

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d6d701442388c1d67620e75207843f57 … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/635850612505088001/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7時間7時間前 
急性放射線症候では被曝後すぐに嗜眠，悪心，嘔吐

http://inventsolitude.sblo.jp/article/162186261.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 7 時間7 時間前 
東京都総務局統計部の調査

「東京都の人口が自然減となり、葛飾区、足立区、北区、板橋区、大田区などで大幅

減になった。また1946年の調査開始以来、初めて死亡数が出生数を上回った。
」140128

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 8時間8時間前 
つうか・・・

路上就寝で車に轢かれ亡くなった人が７月だけで８人もいる。（埼玉県警発表）

っていうことが・・・　異常だよ。

こんなん関東で聞いたの生まれて初めてだよ。

AKIRA 2024さんがリツイート
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
脳が委縮し始めてますよ。

都内に住んでいた３０代の女性

MRI撮ってもらったら、委縮していたそうです。
脳が委縮してまで、東京に住み続ける理由が

何かあるんでしょうか？？ 
https://twitter.com/k2cyan/status/635833991023628288/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 11時間11時間前 
東京湾岸地域、千葉が劣化ウランですさまじく汚染されている。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=273659&g=122201 …

https://www.youtube.com/watch?v=1Gd8wcSAM-8
RICKY MARTIN "A medio Vivir" (Disco Completo) 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8 時間8 時間前 
とにかく日本は #東電の原発事故@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+TEPCO+OR+%E5%86%8D%E8%87%A8%E7%95%8C+OR+%23F1%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%87%A8%E7%95%8C%E7%88%86%E7%99%BA+OR+%23%E6%9D%B1%E9%9B%BB%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85+OR+%23%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E5%86%8D%E8%87%A8%E7%95%8C+OR+%E5%9C%B0%E4%B8%8B+OR+%E6%9A%B4%E8%B5%B0+OR+%E7%8F%BE%E5%A0%B4+OR+%E6%8B%98%E6%9D%9F+OR+%23%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0%E5%9F%BA%E6%BA%96src=realtime=default&f=tweets
…
これが何ひとつ！終っていない。

終ったことのようにして次々に度肝を抜くネタを用意し、疲れさせ、忘れさせる。

そしていつしか核兵器の材料を量産するために全国で再稼働！そこだ。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
plum @plum0909 · 9時間9時間前 
エスカレートしないことを祈るばかりだが、通貨戦争、サイバー攻撃、サボテージ（

建物などの破壊）は年内エスカレートする気配。今までの異常な工場爆発もこういう

ことだったのかも。世の中違うフェーズに入ったかんじがする。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート
plum @plum0909 · 9時間9時間前 
天津、山東省の工場爆発が、中国の為替操作、米国債売、盗聴等に堪忍袋の緒が切れ

たアメリカによるもので、相模原米軍基地の爆発は中国の仕返しだと海外メディアが

伝えている。真意は謎だが、ただの偶然ではないことは確か。

https://www.youtube.com/watch?v=6BTjG-dhf5s
Daddy Yankee - Limbo 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7時間7時間前 
放射能という見えない炎↓

日月神示 富士の巻 第27帖
『江戸と申すのは東京ばかりではないぞ。

今の様な都会は

みなエド（穢土・汚れた世界）であるぞ。
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江戸（汚れた場所）はどうしても火の海ぞ。』

http://heiwatori.com/page59

https://www.youtube.com/watch?v=V_7BhkGcCis
Bond - Viva
 

http://heiwatori.com/page59
https://www.youtube.com/watch?v=V_7BhkGcCis


（８月25日）　ほんの数ヶ月前まで「寝てる」で検索すると多くの倒れている人の画
像にヒットしたのに今では検索ヒットゼロ。

http://85358.diarynote.jp/201508251008129585/

札幌でもたくさん寝ています…(^-^)g
2015年8月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

日欧亜？取り混ぜて、４人も！

大通り公園の気持ちのいいベンチで熟睡中です…ｗ

　(‾ー+‾)ｇ

気温は_２_０_℃を超えて

ぐんぐん上昇中。(^。^;)

快晴。微風。湿度低。

線量０.０３７μ。

天国♪　天国♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月26日1:19

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 8月19日 
「行き倒れ」で画像検索

https://www.google.co.jp/search?
q=%E8%A1%8C%E3%81%8D%E5%80%92%E3%82%8C&biw=1510&bih=848&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIweq6lKW0xwIVRTSUCh1LJAIX
… 猫のがぞうばっかし。（笑）
@momoa_mjlove @sonsolysombra ほんの数ヶ月前まで「行き倒れ」で検索すると多くの倒れて
いる人の画像にヒットしたのに今では検索ヒットゼロ。

 

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 8月19日 
「寝てる」で画像検索

https://www.google.co.jp/search?
q=%E6%80%A5%E7%97%85%E4%BA%BA&hl=ja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAWoVChMI6oWSjaS0xwIVZDimCh3kFwHG&biw=1510&bih=848#hl=ja&tbm=isch&q=%E3%80%8C%E5%AF%9D%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%80%8D
… 犬猫のがぞうばっかし。（笑）

@momoa_mjlove @sonsolysombra ほんの数ヶ月前まで「寝てる」で検索すると多くの倒れてい
る人の画像にヒットしたのに今では検索ヒットゼロ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日12:20
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8月26日
 
なんで日本は電車や路上で寝てる人が異常に多いんだ！？

海外「きっと日本人は疲れ果ててるんだと思うな。」

 
→普通は椅子で寝るんだよ。床やホームや道路じゃなくて。

http://blog.livedoor.jp/zzcj/archives/51845522.html …
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（８月25日）　『ヒューストン、了解。』

http://85358.diarynote.jp/201508251550375016/

今日は良い日だ♪ o(^-^)o
2015年8月25日 りすらん♪ ガイド☆
　

美味いんだコレが♪

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508260101309241/

memo
2015年8月26日 環境は、生命圏で、生存権。

cmk2wlさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201508251550375016/
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mutant(脱原発に1票) @Yousay124A · 14分14分前 
@cmk2wl (*´∀｀)

cmk2wl @cmk2wl · 13分13分前 
「大変だ！こっちを凝視している。吐息は生臭く、いや、気化熱のために

周囲より温度が低く清浄だ。」

『ヒューストン、了解。』

「ああ、すごい風で船が！（警告音：プープープルアップ。エマージェ

ンシー）」

『ヒューストン、了解。』 
https://twitter.com/cmk2wl/status/636199457281839104/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 23分23分前 
「また変化した。ヒューストン、まるでジュラシックの首長竜のような形

に変化している。いや、優美な姿は白鳥のようだ。」

『ヒューストン、了解』

「翼の部分はウエイトだ、樹脂性のチャンバーに圧力をかけている。」

『ヒューストン、了解』 

cmk2wl @cmk2wl · 57分57分前 
メルマガ読者「水式空気清浄機を使用して3か月経ちますが、今まで病院
に行っても何をしても治らなかったPMS（月経前緊張症）が軽減されてい
ることに気付きました。家の中の空気に問題があったのかもしれません。

」

https://twitter.com/cmk2wl/status/636199457281839104/photo/1


（８月26日）　絶対回復呪文。／私が2011年に、きっぱり移住を決心し、ブルドーザ
ーのような勢いと鉄の意志で万難を蹴散らし成功したのは、「私のお天道様」がずっと
見てくれていたからだ。

http://85358.diarynote.jp/201508260113014568/

原子炉は全電源停止すれば３時間でメルトダウン／九州全域で停

電／人生、長くてあと１０年か？

2015年8月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

mina *三菜 @applecandyred · 10時間10時間前 
フクイチのときのこと覚えてますか？

「2号機3号機の電源喪失しちゃった爆発しちゃう！」⇨「ホームセンターでバッテリ
ー買ってくる」⇨「お金ないよ？」⇨「避難しててお店開いてないよ！」⇨水素爆発ば

ーん。

世界最高水準のコントでした。

まずはカンフル！

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

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
九州：ほぼ全域で停電。

未だに復旧のメドもたっていない地域もあり、大変なようです。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/636081657292849152/photo/1
九州電力「15時現在。台風の影響で、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
で約３１３．５千戸が停電中。鹿児島は被害箇所の把握を行っています」

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
原子炉というのは全電源停止すれば3時間でメルトダウンする
予備電源があっても、せいぜい三日しか持たない

川内の場合は、火山灰が30センチも積もったら全電源喪失、メルトダウンが絶対に避
けられない

http://85358.diarynote.jp/201508260113014568/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/636081657292849152/photo/1


緊急停止などできるはずがない

発電機が生きていても、せいぜい三日しか持たない

amaちゃんださんがリツイート 
さんさん @sunsunsun1110 · 15時間15時間前 
鹿児島の川内市内で大規模な停電が起こっていますよね、なぜ九電は川内原発に関す

る情報を発信しないのですか？

麻酔！麻酔っ！

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

地震マップ @eq_map · 56 分56 分前 
【M2.6】国後島近海 深さ72.3km 2015/08/25 23:26:08 http://j.mp/1hZ1Qi2

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 大樹町 
【M3.2】十勝地方 深さ58.7km 2015/08/25 22:45:29
(G)http://j.mp/1V77Gfu (Y)http://j.mp/1Jtu7mT (アニメ)http://j.mp/1NRBB7f

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.7】胆振地方 深さ112.9km 2015/08/25 22:44:38
(G)http://j.mp/1JVcnXY (Y)http://j.mp/1LxPPfV

震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 帯広市 
【M2.8】十勝地方 深さ77.1km 2015/08/25 17:32:32
(G)http://j.mp/1LxkI4c (Y)http://j.mp/1Jt3XAr

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
こないだ噴火警戒レベルが引き上げられた雌阿寒岳

25日16時発表：札幌管区気象台「雌阿寒岳では、火山活動が活発な状態。火山性地震
は7月26日から31日が482回。8月は547回（気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_01_20150825160051.html …）

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ44.0km 2015/08/25 13:49:31 http://j.mp/1fCVhQh

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
http://j.mp/1hZ1Qi2
http://j.mp/1V77Gfu
http://j.mp/1Jtu7mT
http://j.mp/1NRBB7f
http://j.mp/1JVcnXY
http://j.mp/1LxPPfV
http://j.mp/1LxkI4c
http://j.mp/1Jt3XAr
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_01_20150825160051.html
http://j.mp/1fCVhQh


地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.1】十勝地方南東沖 深さ0.1km 2015/08/25 11:04:03 [AQUA-REAL]
http://j.mp/1hXQf2F

殺菌。

https://www.youtube.com/watch?v=jxF0g1B4sZ8
Horizon (地平線) -- Eri Sugai 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
やっぱり止まってたんだ川内原発。

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=420152508185657&set=a.105408879660023.1073741829.100005727332110&type=1
…
プラントの線量に変化がないんだもの。動いてないよね。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
群馬県 #沼田市 下川田町
そこになにがあるのか？関連情報

http://twitter.com/ST0NES/status/365293241039466496 …
http://twitter.com/ST0NES/status/478347083746115584 …
http://twitter.com/ST0NES/status/498563243963453441 …
http://twitter.com/ST0NES/status/520870180461633539 …
九州から飛んで来た‥とは考えにくい。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
黄色の範囲に住んでます。2011年以降、蛍いなくなりました。水がダメみたいです。
@tennsi21 2014年11月時点のアメリカ政府の輸入規制がかかっている都道府県地図 生
々しい世界の現実http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301291&g=131208 …
https://twitter.com/tennsi21/status/635851050822451200/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
損保ジャパン日本興亜 RM レポート
中国の火災爆発事故

2014年で 298,000件もの火災爆発事故が発生していて、66,000人もの死者。

http://j.mp/1hXQf2F
https://www.youtube.com/watch?v=jxF0g1B4sZ8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=420152508185657&set=a.105408879660023.1073741829.100005727332110&type=1
http://twitter.com/ST0NES/status/365293241039466496
http://twitter.com/ST0NES/status/478347083746115584
http://twitter.com/ST0NES/status/498563243963453441
http://twitter.com/ST0NES/status/520870180461633539
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301291&g=131208
https://twitter.com/tennsi21/status/635851050822451200/photo/1


異常な発展の影で、こんなことになっているんだ。

https://twitter.com/cmk2wl/status/636176591090020353/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 2 時間2 時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 飯山一郎
と云う事は自分の人生、長くてあと10年か？

AKIRA @AKIRA23150220 · 2時間2時間前 
4年半に渡って放射能浴び続け、食べて応援し、5ヶ月間に渡って高濃度放射性水蒸気
を吸い込むと即、倒れます。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/636183844366913536/photo/1

Leon（魔法瓶） @kenbanranma · 3時間3時間前 � 日本 
いまＮＨＫのニュースで「東電はフクイチでは汚染水を海洋放出することで、漁協と

合意した」と言っていた。放射能を除去する技術は地球上に存在しないよー。もう魚

は食えないね。覚悟しておかなきゃ。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 3時間3時間前 
原発１機が毎分７０ｔもの放射能入り高温排水を海に排出する空撮（写真は事故前の

フクイチ）。

フクイチの場合は６機だから毎分４２０ｔなわけだ。

事故後も断続的に捨てている。

これが日本だけで５４機。

地球が温暖化するはずだろ。

（再掲）

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/636154896757030912/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 3時間3時間前 
AKIRAさんがリツイートしました meglalala＠禁被ばく戦争反対
体内の放射性物質から大量の放射線が放出され、毛細血管内のDNAを切断する。
その後DNAが修復され無いまま毛細血管の組織細胞が破壊され亀裂が入り、その亀裂
から出血する。これがぶつけても無いのに紫色のアザが出来る原因です。

Lightworker @Lightworker19 · 4時間4時間前 
どっちかというと、西に住んでいるひとのほうがフクイチは海外でおこった事故みた

いな感覚があって、なんでも気にしないで食べちゃってたりするから、西で外食する

ことがあったら警戒したほうがいい　http://bit.ly/112sCYP

https://twitter.com/cmk2wl/status/636176591090020353/photo/1
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/636183844366913536/photo/1
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/636154896757030912/photo/1
http://bit.ly/112sCYP


AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 4時間4時間前 
異常な抜け毛はシャンプーをディープクレンジングに変えたら治まった。同時に全身

の痒みも消えた。そして２０１１年秋、治らない風邪から腸閉塞のよな被曝症状が一

気にきて「被曝の恐怖」を知る。吸気飲食に気をつけるよになって体調は回復したけ

れど、２０１５年夏、異常な抜け毛と全身の痒みが再び。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 時間6 時間前 
明日からは風向きに注意した方が良いですね

建屋内の瓦礫は、人間が近づけないほどの高線量。　そして報道したとしても、それ

はガンマ線だけなので、ガンマ線以外の核種の高線量の放射性物質が飛散しても、モ

ニタリングポストの数値には出ません。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
本格的に再開される福島原発建屋カバーの解体

27日から撤去が始まる「カバー附属設備」とは、なにか？を東電に問い合わせたら、
カバーの空気ダクト。高線量の放射性物質が飛散しないか？の様子を見て、来週、

カバーを何枚か撤去する計画だと回答

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[記事] M5.6の中規模フレアが発生しました。カナダのオーロラをどうぞ。
http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
おじさん恐くてもう最期まで見られないです。

2015年8月25日。朝から排気塔までも揺れている。
http://www.youtube.com/watch?v=40hulXcpohI …
それでもコイツらは@TEPCO_Nuclear
3号機カバー造る体裁の見繕いが重要なのか？
http://twitter.com/ST0NES/status/632592056444030976 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
8月25日午前6時頃のhttp://twitter.com/ST0NES/status/636000595795513344 …
F1震源の地震の一時間前も現場は揺れている。
http://www.youtube.com/watch?v=HiUqq6iV6xM&t=2m3s …
しかし安全を装う遠隔クレーンの動き。たわけが。@TEPCO_Nuclear

http://swnews.jp/
http://www.youtube.com/watch?v=40hulXcpohI
http://twitter.com/ST0NES/status/632592056444030976
http://twitter.com/ST0NES/status/636000595795513344
http://www.youtube.com/watch?v=HiUqq6iV6xM&t=2m3s


http://www.youtube.com/watch?v=4IyiaWjP4Lo …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
これもだな。@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=qOR1GUlJm-U …
2015年8月25日午前2時すぎのF1では
3号機と共用プールの間あたり
地下で激しく爆発を繰り返している。

そして地獄の釜は朝この地震を起こす。

http://twitter.com/YuretaKamo/status/635920274882347008 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
おいおい、やばいぞ！@TEPCO_Nuclear
これは見ておいたほうがいい。確実に地下で爆発してる証拠。

2015年8月24日21時30分ごろのF1
http://www.youtube.com/watch?v=KrOb8GD7Rqk&t=25s …
発光が引いていく場所が、あの位置だ。

http://twitter.com/ST0NES/status/634020540231974912 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
2015.8.25_3.00〜6.01.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=HiUqq6iV6xM …
建屋は激しく揺れ、映像は磁場の影響で乱れ、#汚染蒸気 を息吹かせ、
明け方には不気味にパープルほヘイズ。早朝はまた緑のガスを放出。

F1地下で暴走する核燃料の仕業。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
国のデータに騙されず首都圏の汚染は常時ここで確認するとして

http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas …
8月25日am10時ごろの #放射能の風 はF1、川内原発、関東の汚染を九州方面へ集中し
て流れている。#雨に濡れないでください。 

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
台風の風は、天津の汚染された空気も西日本の太平洋岸に運んで来そうです。

天津は、まだ燻っているようです。

https://twitter.com/cmk2wl/status/635971282983477248/photo/1

http://www.youtube.com/watch?v=4IyiaWjP4Lo
http://www.youtube.com/watch?v=qOR1GUlJm-U
http://twitter.com/YuretaKamo/status/635920274882347008
http://www.youtube.com/watch?v=KrOb8GD7Rqk&t=25s
http://twitter.com/ST0NES/status/634020540231974912
http://www.youtube.com/watch?v=HiUqq6iV6xM
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas
https://twitter.com/cmk2wl/status/635971282983477248/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 · 17時間17時間前 
「日本政府の無責任ぶりは犯罪的だと思う。子供に平気で高い被曝をさせている。都

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

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

ー博士 
https://twitter.com/k2cyan/status/601366409126420481/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
中国でまた化学工場火災 2015/8/24 23:30
鄭州市の火災では大量の化学物質が燃え、周囲では一時異様なにおいが充満した。

蘇州市の火災では、工場内の倉庫に有毒の化学物質があったとみられるという。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H8H_U5A820C1FF8000/ …

治癒魔法。

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
10年？すぐだよ。
http://twitter.com/ST0NES/status/636060028609269760 …
もう半分すぎた。5年。
どうして日本から逃げなかった？

残りの半分みんなで悩み苦しむのか？

慰めあって終わるのか？

そういう未来が、まるで十字架を背負った誰かのように？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
あつこ☆atsuco @kuco7184 · 2013年1月27日 
「フタバから遠く離れて」冒頭から最後まで涙を堪えるのが難しかった。双葉町には

親戚、旧友が住んでいた。母校双葉高校もあった。原発事故さえなければとっくに復

興していた。みんな未来を夢見ることができた。悔しくてならない。何も残ってない

なんて、誰も住めないなんて...

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 

https://twitter.com/k2cyan/status/601366409126420481/photo/1
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H8H_U5A820C1FF8000/
https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
http://twitter.com/ST0NES/status/636060028609269760


＊Mami＊ @mamijazz3535 · 2014年3月7日 
原子力発電所さえなければ

とっくに復興していた。

家族も別れ別れにならなくて済んだ。

和食の素晴らしさだって

世界に認められていた。

これだけの悲惨な事故が起きても

やめられないんだから

余程オイシイんだろうね。

何故なのか、皆で考えよう。

この忌まわしい根源は何なのか

縫合。

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

AKIRA 2024さんがリツイート 
京丸奇談 @doederleini · 12時間12時間前  
私が2011年の秋に、きっぱりと西への移住を決心し、ブルドーザーのような勢いと鉄
の意志で万難を蹴散らし子供達を連れてくることに成功したのは、何よりも私が生涯

お付き合いしてきた「私のお天道様」がずっと見てくれていたからだ。それが絶対的

に正しい。内部被曝を甘んじて受け入れるなかれと。

絶対回復呪文。

https://www.youtube.com/watch?v=og4ncx9O-YQ
【超カッコイイ】現代語訳般若心経が泣ける！ 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
akkin @beautyaki · 8月21日 
守るべきものがあってさ。立ち上がってる人は自分の為じゃないんだよ。守るべき人

を守るために立ち上がってるんだよ。諦められないんだよ。諦めたくないんだよ。

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
https://www.youtube.com/watch?v=og4ncx9O-YQ


点滴。

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

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Dr.NOMURA @Chooemon92 · 2012年10月8日 
未来は変える事ができるよ

安静。

https://www.youtube.com/watch?v=4ZTymlB0Hzw
般若心経の現代語訳がすごくいい！と話題に 

さて…。

睡眠が、最前の、回復法ですね…

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

ねます…。

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　
 
　

https://www.youtube.com/watch?v=lkjenKg543M
https://www.youtube.com/watch?v=4ZTymlB0Hzw
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
https://www.youtube.com/watch?v=_k-3snguhTw
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（８月26日）　札幌は１７℃。寒い。（＠＠；）です…。

http://85358.diarynote.jp/201508260752452460/

川内原発を直撃する記録破りの台風／亀裂や漏れが／東日本80％
が放射線障害を発症、寿命は２０年も縮まる。

2015年8月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw
Wings of Honneamise - Fade 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
川内原発を直撃する記録破りの台風– 最大風速71m/秒–原発で亀裂や漏れが既に発
見(ENENews)
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/697.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
東日本80％が放射線障害を発症、寿命は20年も縮まる
－欧州放射線リスク委員会バズビー博士

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9d8dd0cb2b424dca641318e0528a22c5 …

http://85358.diarynote.jp/201508260752452460/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508260752452460/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150826/85358_201508260752452460_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150826/85358_201508260752452460_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150826/85358_201508260752452460_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw
https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/697.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9d8dd0cb2b424dca641318e0528a22c5


『ドイツ報道：生き残った国民の内、４割は放射線症の病気にかかる』

＞バズビー博士

　「恐らく本当、８０％ぐらいと言った方が近いかも」

https://www.youtube.com/watch?v=jDh2YWCZlic
陣内大蔵 - 僕の風が今変わった

おはようございます。０７：０７です。

札幌は１７℃。台風崩れの強風。

寒い。（＠＠；）です…。

輻輳、もとい、服装調節で悩みますね…

https://www.youtube.com/watch?v=Dzy8loSxprg
GIANT GORG 巨神ゴーグ OP full 輝く瞳 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 20 分20 分前 
26日6:45、台風15号は日本海で温帯低気圧に変わりました。
https://twitter.com/rescuenow_net/status/636295890051862528/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 27分27分前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
情報が錯綜するかもしれないが、体感情報はどんなデータより正確

‥http://twitter.com/ST0NES/status/564779770081058816 …
数値データより、いま現実に起っていることが人体に、どのような影響をもたらして

いるか‥という点に重点をおいて、ひとの言葉を信じる‥

amaちゃんだ @tokaiamada · 33分33分前 
ファイヤボールの輝度とは分子運動温度のこと

原爆の中心温度は100万度に達していて完全なプラズマである
これが凄まじい閃光の正体

地表でも数千度に達し、おそらく地面からさえ発光しただろう

天津爆発も地表で数千度に達した疑いがある

通常の化学物質の開放爆燃で、こんなことはない

https://www.youtube.com/watch?v=jDh2YWCZlic
https://www.youtube.com/watch?v=Dzy8loSxprg
https://twitter.com/rescuenow_net/status/636295890051862528/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/564779770081058816


amaちゃんだ @tokaiamada · 37分37分前 
天津大爆発が核攻撃によるものとの指摘

上空数百㍍に上がった巨大なファイヤボールを見ると、そう思う気持ちも分かるが、

過去の核爆発映像と比べてファイヤボールの輝度が不足している

おそらくニトロ系の軍事用、超高性能爆薬だろう

https://www.youtube.com/watch?v=4vGDszj6s7I …

amaちゃんだ @tokaiamada · 55分55分前 
天津大爆発の異常な火力、まるで原爆災害とそっくり

http://blog.goo.ne.jp/tumuzikaze2/e/225044988ba4c5f01ba1cb7d0d883fa3 …
http://mizunamayuneko.blog.fc2.com/blog-entry-1736.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
年収７８２万円でも足らないと悩む九州電力社員

http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-11733104365.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
いろいろ調べても、シールズは被曝問題を排除する姿勢のようだ

となれば、こんな政治方針は日本共産党しかありえず、バックに誰がいるかも明らか

だ

日本共産党は「共産圏の核実験は正しい」と原水禁運動を分裂させた二の舞を演ずる

のは間違いなさそうだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
「日本会議は、学生デモにかなり苛立っている様子。：山崎 雅弘氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/18182.html#readmore …

amaちゃんださんがリツイート 
真実を探すブログ @kennkou1 · 2時間2時間前 
【暴挙】NHKが山本太郎議員の質疑を強制中断？時間が残っているのにNHKが生中継
を終了へ！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7745.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
株価の暴落で年金基金のGPIFが株を大量購入？暴落後に1000円近く急上昇⇒後に再び
急落して1万8000円割れに！
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7742.html …

https://www.youtube.com/watch?v=4vGDszj6s7I
http://blog.goo.ne.jp/tumuzikaze2/e/225044988ba4c5f01ba1cb7d0d883fa3
http://mizunamayuneko.blog.fc2.com/blog-entry-1736.html
http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-11733104365.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/18182.html#readmore
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7745.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7742.html


我々の年金を90兆円ドブに捨てた！

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
「新たに避難する必要はない」被災者支援方針を閣議決定

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1964 
この発言が日本政府崩壊の、嘘つき政府に対する致命的な不信の理由になるだろうね

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【三重 伊勢市の３８世帯に避難指示】
三重県伊勢市は宮川の水位が上昇を続けているため、流域の神薗町の全域、38世帯120
人に出していた避難勧告を午前0時40分、避難指示に引き上げました。
http://nerv.link/MnqcHE

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9 時間9 時間前 
あのときから放射能汚染地帯”日光”になりました
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e15d3b09a15b0db86002c025f7fe7484 …
★日光市は観光業者を守る姿勢、

しかし現実は住めないレベルの汚染が広がる

★日光市立小学校26校のうち、0.2〜0.8μSv/h：23校

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2013年10月07日
日本政府のコストパフォーマンスは

ものすごく悪い

税金の使われ方がひどいですね。

湯水のごとく海外や電力会社にばらまいて、

自助共助の社会保障はどんどん削られていきます。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2012-04-18
震災後１年間、栃木県佐野市

鼻血、湿疹、下痢、倦怠感、胸痛、口角炎、乾燥肌に

半年、咳に悩まされた

酷い日は痛くて外出できず首にしこりが５個も

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1964
http://nerv.link/MnqcHE
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e15d3b09a15b0db86002c025f7fe7484


本当に涙涙の毎日。避難後はきれいに

足、虫さされ様のふくらみ治らず

赤い湿疹が治らない。家族も背中に３か所

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2015年3月22日
栃木県那須塩原市大原間西２丁目 1.952μSv/h
http://hakatte.jp/spot/54166/ 
https://twitter.com/neko_aii/status/636170463341735936/photo/1
路上からは1ｍ位だが、奥の調整池地表面からは7ｍ位。
調整池内部は凄まじい状況だろう。 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
"ranmaru302 2014年4月11日
夫に「佐野さん、亡くなったんだって」と

言っても前ほど驚かなくなっていた

関東にいる知人が白血病（茨城40代）や
癌（埼玉50代）になったし
既に癌（神奈川５０代）で亡くなった人もいたから

親戚（茨城70代）も多臓器不全だった"

https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
銀河漂流バイファムOP Full 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11 時間11 時間前 
（続き）

自分の同級生にアトピーがひどいやつがいたが彼は中学生のとき掛け算、分数ができ

ず知的障害者より偏差値が低かった。

年下のアトピー患者は学年でトップ３のバカだった。

当時はバカにしていたが、いま思えば相当被爆していたんだろうなぁ。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：08/25 19:15

http://hakatte.jp/spot/54166/
https://twitter.com/neko_aii/status/636170463341735936/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY


子供のころ近くに２クラスできるほど知的障害者の小学校があった

中学校は、すごく荒れていて、ある年、窓ガラスが割られなかったということで市か

ら表彰を受けていた。

そこは港街で漁師がたくさんいた。さらに海を隔てて原発施設があった。（続く）

https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
銀河漂流バイファム 

amaちゃんださんがリツイート 
∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 13時間13時間前 
台風15号と16号の不自然な進路変更。
高気圧が張り出してブロックしたというより。

近づくことができないほどエネルギーをため込んだエリアがあることがわかる。

#台風15号 #コーニー #台風16号 #アッサニー #シナド #ナヰフル 
https://twitter.com/fuhgetsu/status/636109453260013568/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
IKEZOE_Noriaki @ookaminami · 14時間14時間前 
ＮＨＫは国会中継（参院特別委）を途中でぶった切るのか。唖然。どうせあと少しで

終わるのになぜ最後まで中継しない。しかも「米軍の戦争犯罪に日本も加担すること

になる」という、安保関連法案（戦争法案）の核心を突いた質問を、山本太郎議員が

している最中に。

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 
今年6・7月の台風被害などを激甚災害に指定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150825-00000016-rescuenow-soci …
内閣府は25日、今年6月2日から7月26日にかけての台風9・11・12号および梅雨前線に
よる被害を激甚災害（本激）に指定し、熊本県天草郡苓北町… 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/636078941267103744/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=SIH7lYxF19c
そんな千本桜で大丈夫か？【エルシャダイ発売祭】

https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4

https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
https://twitter.com/fuhgetsu/status/636109453260013568/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150825-00000016-rescuenow-soci
https://twitter.com/rescuenow_net/status/636078941267103744/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=SIH7lYxF19c
https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4


陣内大蔵 - 君を信じてる
 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月26日7:58
とりあえず、私個人は食欲旺盛。

…（＾ｗ＾；）…

心身ともに、壮健です…今は。まだ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月28日7:54
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
cmk2wl ・ 8月26日 
NaturalNews クジラは太平洋で死に続けています。
誰もが死の原因を知りません。科学者が知っていることは同・・・主要メディアはセシウムの存

在を無視して海洋温度と酸度の上昇を挙げています。
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（８月26日）　「食べるのが好きすぎる」…ｗ／大魔王エル様の強制ダイエット強化
合宿、２週間？　痩せないのはこいつのせいだった？

http://85358.diarynote.jp/201508261000183618/

税金の払い甲斐のある街♪

2015年8月26日 ダイエット コメント (2)
　

大魔王エル様の強制ダイエット強化合宿？(^。^;)？に
無理やり放り込まれてから、約２週間？

朝晩の徒歩通勤で、

時間が余る(‾ー+‾)ほどに
ペースが復旧してきました…♪

（んで、創成川沿い公園を、５分観光♪）

 
 
      
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月26日10:12
日向灘、震度４、Ｍ５。

ヽ（・＿・；）ノ

九州、踏んだり蹴ったり。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日11:41

AKIRA 2024さんがリツイート 
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nemesism @kahawiabuster · 2時間2時間前 
抑え難い食欲に必要のない物にまで食指を伸ばす。健康を害しても物欲に翻弄され物品で家は溢

れる。上っ面の美のみ求めた結果は有害物質入り乳液の塗り重ね。堪え性のない人間の欲の足

し算。それを抑制し必要最低限の滋養のある物を食し要らぬ物を捨ててこそ心身共に健やかに。

求められる欲の引き算。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508262055557109/

さらば黒ゴジラ…(ToT)／
2015年8月26日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (2)
　

メニュー終了しちゃった(T_T)
（「最後の一杯」は私が喰ったｗ）ので、

 
定番に戻って、

やっぱりカレーそば…ｗ

o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201508262055557109/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
http://85358.diarynote.jp/201508262055557109/


 
 
 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月26日21:19
　

とりあえず札幌だけ無事なら、

あともうどうでもいいや…
(-"-;)

（全国絶賛被曝自覚皆無症患者「絶滅レミング行列」週間！）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日9:22
 
カラパイア @karapaia · 15 分15 分前
 
カラパイア : 痩せないのはこいつのせいだった？、
 
カロリーを燃焼させるか蓄積するかを切り替える「メタボスイッチ」が発見される（米研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52199420.html … 

いや、私の場合は、たんに「食べるのが好きすぎる」だけです…ｗｗｗ
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（８月27日）　創造性と精神疾患に関連性。創造性豊かな人ほど精神に異常をきたし
やすい傾向。

http://85358.diarynote.jp/201508270918466773/

oto hako oto hako ...(^^;)...　１．
2015年8月27日 音楽
　

 
なぜか？何かの加減で、つるっと手元が滑って、先日の連休中にせっかくきれいに整頓して、「

聴きたい曲がすぐ聴ける♪（探せる）」状態に整備したはずの、

ＰＣ画面が顔面崩壊してしまいました…

…（＾へ＾＃）…

てことで、消したはずの曲が復活してたり、しょっちゅう聴きたい曲が失踪しちゃったり…

（＾＾＃）（＾＾＃）（＾＾＃）

えぇ！また整理し直しますとも…ッ!!
（私は「整理魔」なんだ、これでもッ！）

★もうあんまり聴かないと思う…

https://www.youtube.com/watch?v=WstlIR-M7Sc
ElbtonalPercussion - "Paradies" 

https://www.youtube.com/watch?v=fMK1ftad1J8
Viva la Vida Orchestra Cover 

https://www.youtube.com/watch?v=ihxc5zSmpmM
セーラー服と機関銃（1981）－ 薬師丸ひろ子 

https://www.youtube.com/watch?v=DDihK7YFa7o

http://85358.diarynote.jp/201508270918466773/
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https://www.youtube.com/watch?v=fMK1ftad1J8
https://www.youtube.com/watch?v=ihxc5zSmpmM
https://www.youtube.com/watch?v=DDihK7YFa7o


Anno 2070 Soundtrack (Full)

https://www.youtube.com/watch?v=R-ER5---jSk
Stratovarius - Destiny 

https://www.youtube.com/watch?v=nczumDT-ZO0
竜童組　津軽口説組曲 

https://www.youtube.com/watch?v=jWADZczIT0I
Elbtonal Percussion - DVD/CD Release Concert URBAN DRUMS 

https://www.youtube.com/watch?v=hti-Areh01Y
(仮)ALBATRUS - ジプシーソング (Offical Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=S8eilh3QwsM
【MV】 GO WAY GO WAY〜NO WAY NO WAY／FoZZtone [Official] 

https://www.youtube.com/watch?v=oUX4OWYiGLc
リコーダー多重録音でゲーム音楽を色々つなげて吹いてみた　前編 

https://www.youtube.com/watch?v=jWADZczIT0I
Elbtonal Percussion - DVD/CD Release Concert URBAN DRUMS 

☆まだまだ聴きます…♪

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade 

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=YMFdXQ5zS_g
Ancient Mother 
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https://www.youtube.com/watch?v=xq4v_k9adfE&list=PL60D6B2BF29B35752
Haris Alexiou - "Magissa" 

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

https://www.youtube.com/watch?v=BpSqVZrx2jo
Ghanaia 

https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk
ElbtonalPercussion plays Stewart Copeland / The Gene Pool (feat. Benny Greb) 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=tdheB9FZ2eQ
Coldplay - Viva La Vida A Capella Multitrack Cover

https://www.youtube.com/watch?v=og4ncx9O-YQ
【超カッコイイ】現代語訳般若心経が泣ける！ 

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

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=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=OPigZLdHGvA
Ghanaia 
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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=8zj-UWmPqzU
The Witchcraft Song Collection - Chants, rites, spells, dance songs 

https://www.youtube.com/watch?v=7lXwdKfrm5Q
竜童組LIVE1986「ザ・カムイ」

https://www.youtube.com/watch?v=jlshUinrKvY
【洋楽劇場】viva la vida / Coldplay 日本語　歌詞　字幕 

https://www.youtube.com/watch?v=LBxsDYOAKok
Best Cycling Songs for 2015 

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=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス

おまけのなごみ系〜ｗｗｗ

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT2900UP】 ペットショップ、朝一番のお客は野良猫のグラハムさん。毎日足蹴
くペットショップに通いウインドウショッピングを楽しむ姿が話題に（英リンカ

ンシャー州） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52144524.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/636626696171470848/photo/1

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
【RT2200UP】 量産化希望。折るから飛ばすまで全自動。紙飛行機シューティング
マシーン http://karapaia.livedoor.biz/archives/52175198.html … 
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CNVuO_-UEAA4YI2.mp4

…ぅっ…。

https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
https://www.youtube.com/watch?v=7lXwdKfrm5Q
https://www.youtube.com/watch?v=jlshUinrKvY
https://www.youtube.com/watch?v=LBxsDYOAKok
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52144524.html
https://twitter.com/karapaia/status/636626696171470848/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52175198.html
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CNVuO_-UEAA4YI2.mp4


カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT800UP】 創造性と精神疾患に関連性。創造性豊かな人ほど精神に異常をきたしや
すい傾向（スウェーデン研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52156704.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/636616628034236418/photo/1
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（８月27日）　ダイエットは、ど〜した私！？

http://85358.diarynote.jp/201508271402336814/

ナルニア国への入り口。

2015年8月27日 旅行 コメント (1)
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日7:30
５１歳ですが、なにか？

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508271444435319/

罠だ…！σ(^◇^;)。。。りすは罠にハマった…！
2015年8月27日 グルメ
　

ダイエットは、ど〜した私！？

http://85358.diarynote.jp/201508271402336814/
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もちろん、「札幌でいちばん美味しいケーキ屋さん」。

ここです♪

http://www.ac.auone-net.jp/~mashle/
自然素材の菓子工房「ましゅれ」

 
 

http://www.ac.auone-net.jp/~mashle/


（８月27日）

http://85358.diarynote.jp/201508271457443986/

紅葉。(^。^;)
2015年8月27日 日常
　

すでに「秋」！

！（＠□＠；）！

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

罠？２。

2015年8月27日 りす＠齧歯類。
　　

…喰ってるんだか、喰われてるんだか…

巣穴状？に丸まった枯れかけの花茎のなかに、

虫さんが頭つっこんで…というか全身ハマって、熟睡？しています…

ナニ（＾＾；）してんの…？？

http://85358.diarynote.jp/201508271457443986/
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（８月27日）　エル様の強制ダイエット開始命令から約１５日で３kg。ちゃんと痩せ
てることを、ご報告しておきます…

http://85358.diarynote.jp/201508271713033679/

２時間ほど神隠しにあっていた？もよう…┐(’〜`；)┌

2015年8月27日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　

…へんだなぁ…

この時間、そもそも帰り道で、

これ喰う予定だったのに…

(・ω・;)(;・ω・)

源泉までは、あと何マイル…？
(^。^;)
 
 
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日7:38
青森以西の食材は知りませんが、とりあえず北海道内で売ってる分は、

道産野菜を使用している？もよう。ベクレ少ない野菜が新鮮で、美味しいです…♪
（チキン野菜カレー＠すき家）。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508272342548353/

１５日で３kg。(^-^)g
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2015年8月27日 ダイエット コメント (1)
　

先ほど無事帰投。

まもなく23:45。(^_^;)
激ネムですが心身ともに健全。

こんな食生活ですが、

たぶんエル様の強制ダイエット開始命令から約１５日で３kg。

ちゃんと、痩せてきていることを、ご報告しておきます…

(‾ー+‾)ニヤリ

やっぱり、コレを貼っておこう…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size)
 
 
 
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日7:40
すげぇ美味い！

！（＾ｏ＾）！
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（８月28日）　…エルさんのオニ〜ッ…!!

http://85358.diarynote.jp/201508280821219102/

【磁気嵐が発生中】 異常な気象現象、地震、火山など、ご注意下
さい。自動車のGPSや、スマホの地図情報の狂いが起こります。

2015年8月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
気象庁「磁気嵐が発生中です」

翻訳すると「異常な気象現象、地震、火山など、ご注意下さい。自動車のGPSや、ス
マホの地図情報の狂いが起こります。オーロラは見えやすくなります」

気象庁：http://www.kakioka-jma.go.jp/index.html 

宇宙天気ニュース @swnews · 17時間17時間前 
M2.9のフレアが起きました。2403黒点群です。X線の変化はこちら→
　http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif …　そして、SDO衛
星AIA131もどうぞ→
　

http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/browse/2015/08/27/20150827_055709_1024_0131.jpg
… #swnews
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宇宙天気ニュース @swnews · 19時間19時間前 
[記事] 太陽風磁場が南に大きく振れ、磁気圏の活動が高まっています。
http://swnews.jp #swnews

あらためまして、おはようございます。

８月２８日の

７時２７分を見ました。

さて（＾◇＾；）どんな一日…？

https://www.youtube.com/watch?v=6KfL9DRXHYk
Yuki Kajiura - Credens justitiam 

札幌は気温１８℃。

曇天無風。

寒いです。（＾＾；）

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年08月28日（金）【当日】(Today) 
測定時刻(measurement time)最大(max) 最小(min) 平均(average) 有効数(effective
number) 
01:00 0.041 0.040 0.040 6 
02:00 0.040 0.040 0.040 6 
03:00 0.041 0.039 0.040 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6

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 

ナニこの地震？

||||（＠＠；）||||　揺れすぎ！

http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=6KfL9DRXHYk
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 新ひだか町 
【最大震度2】(気象庁発表) 日高地方中部 深さ約70km M3.8 28日06時13分頃発生 
(G)http://j.mp/1AMvFDK (気象庁)http://j.mp/1PW50ye

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.3】KURIL ISLANDS 132.4km 2015/08/28 04:10:11JST, 2015/08/27 19:10:11UTC
(G)http://j.mp/1higvnG (USGS)http://j.mp/1Kagxew

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ62.7km 2015/08/28 03:50:31
(G)http://j.mp/1hib73Y (アニメ)http://j.mp/1JoGKCN
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
秋田県沖

ここは注意した方がいい震源の地震です。

1983年（昭和58年）5月26日11時59分、マグニチュード7.7の巨大地震が発生した震
源域。　四国まで揺らした巨大地震。（解説：http://www.jma-
net.go.jp/akita/jishin/tyubu.htm …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
震源地：秋田県西方沖

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/636756209811349504/photo/1
08/27 12時46分：Magnitude 2.8
08/26 21時40分：Magnitude 3.4

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.4】根室半島沖 深さ24.8km 2015/08/27 16:43:15
(G)http://j.mp/1ElQ77w (アニメ)http://j.mp/1Km9AWt

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 むかわ町 
【M5.0】石狩平野 深さ138.6km 2015/08/27 12:23:13
(G)http://j.mp/1ElsuvP (Y)http://j.mp/1MW2z0m (アニメ)http://j.mp/1NBP1ad

地震マップ @eq_map · 8月26日 � 北海道 苫前町 
【M3.5】留萌地方 深さ234.0km 2015/08/27 06:08:36
(G)http://j.mp/1IhjWRi (Y)http://j.mp/1KlcydK (アニメ)http://j.mp/1JwubC5

http://j.mp/1AMvFDK
http://j.mp/1PW50ye
http://j.mp/1higvnG
http://j.mp/1Kagxew
http://j.mp/1hib73Y
http://j.mp/1JoGKCN
http://www.jma-net.go.jp/akita/jishin/tyubu.htm
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/636756209811349504/photo/1
http://j.mp/1ElQ77w
http://j.mp/1Km9AWt
http://j.mp/1ElsuvP
http://j.mp/1MW2z0m
http://j.mp/1NBP1ad
http://j.mp/1IhjWRi
http://j.mp/1KlcydK
http://j.mp/1JwubC5


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
地震などの大規模災害時、

「九州の人は気をつけて下さいね」 という、西日本新聞だけが報道してる記事。
「災害対策に不備。九州、総務省が改善勧告」

詳細：http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/191295 …

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日8:28
バイトは遅番…。
自転車、昨日は受け取りが間に合いませんで、あとこの４連勤も、「往復４時間の徒歩通勤」が

続きます…

…エルさんのオニ〜ッ…!!

…あ、大魔王様か…ｗ（＾＾；）ｗ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日8:32
あ、でも、ペース上がってるから、往復３時間で収まるかな…？
 

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/191295
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（８月28日）　私の「ＳＦ（予知夢）ネタ」だったものたち。

http://85358.diarynote.jp/201508280849219271/

個人的めも。

2015年8月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 

bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました KnZ
国際ハイウェイ構想と大成建設

http://twitter.com/ST0NES/status/631820987483291648 …
http://twitter.com/_KnZ/status/631970816138178560 …
これも原子力開発ですね。

@penko0900 また、大成建設だよ。リニアも要らん。
@:リニア本格工事で初契約　JR東海、大成建設 #など と(8月27日)

参照：http://85358.diarynote.jp/201408051728334830/
私の「ＳＦ（予知夢）ネタ」だったものたち。

2014年8月5日 リステラス星圏史略　（創作） 

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日10:09
AKIRA 2024さんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2月23日 
ベクテル社

http://85358.diarynote.jp/201508280849219271/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201508280849219271/
http://twitter.com/ST0NES/status/631820987483291648
http://twitter.com/_KnZ/status/631970816138178560
http://85358.diarynote.jp/201408051728334830/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


http://www.bechtel.com/ 
「ベクテル社」は年間実質売上５兆円を超す世界最大の企業、ＩＢＭとＡＴ＆Ｔを合わせたより

も巨大で、日本の１６の建設会社を合わせた規模の巨人企業…株式非公開の“個人の会社”‥日本で
の知名度は高くない。

世界的「謎の巨大政商」

AKIRA 2024さんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2月23日 
ベクテル社はあらゆる分野において、産業設備と開発を手掛け、特に力を入れているのは、原子

力発電関係と空港新増設の分野、宇宙開発の分野、軍事関係の分野である。特にＮＡＳＡと手を

結ぶベクテル社は強い！

この分野は「戦略防衛構想（ＳＤＩ）」がベクテル社の重要業務であり、世界一の力量を持つ

 



（８月28日）　幸せです。(^-^)g

http://85358.diarynote.jp/201508281105056860/

秋です。(^。^;)
2015年8月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　　

写真では解りにくくなくなってしまいましたが、(^_^;)
ススキの穂がでて、

萩の花が咲き始めています…

関東から？の旅行者の服装は、

完全に１０月末対応です。

(^。^;)

 
 

http://85358.diarynote.jp/201508281105056860/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201508281105056860/


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日11:12
 
体が軽くて、

風が涼しくて、

線量が、

高めといっても0.041μで…

(‾ー+‾)ニヤリ

幸せです。(^-^)g

円ドルフィンが出てきました…

原稿が、書きたいです♪

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日11:13
 
【エン】ドルフィン！(^。^;)！

勝手に円換算しなくてよしっ！

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日16:01
 
…馬鹿過ぎる、シャレ神戸…
（シャレにならないッ）

…(-_-#)…

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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大震度1000ｍの駅前温泉だと？

そんなもん掘削したら、

大震災が再発するぞッ！

（；‾Д‾）
 



（８月28日）　あぁ幸せ♪ (*^_^*)

http://85358.diarynote.jp/201508281607014401/

美味い！o(^-^)o
2015年8月28日 グルメ コメント (1)
　

あぁ幸せ♪ (*^_^*)
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月28日16:21
※ やさいジュースは
セロリが苦手なひとはダメかもｗ

(^。^;)（私は大好き♪）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508282316269694/

怪しい【不健康食品】に大枚はたく愚民どもの気がしれない…ｗ

2015年8月28日 グルメ コメント (5)
　

（前項参照）

あんまり美味しかったので、

箱買いしちゃおうか悩み中ｗ

http://cradlekounou.cart.fc2.com/ca1/2/p-r1-s/
クレードル　とまとジュース　190ｇ/30缶入 

http://85358.diarynote.jp/201508281607014401/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201508281607014401/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201508282316269694/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201508282316269694/
http://cradlekounou.cart.fc2.com/ca1/2/p-r1-s/


http://cradlekounou.cart.fc2.com/ca1/3/p-r1-s/
クレードル　やさいジュース　190ｇ/30缶入 

今月（来月）は、なにしろ、自転車を買っちゃったからなぁ…☆

…||||（＾■＾；）||||…

…定番「♪トマト、トマト♪」の唄が見つからないので、代理ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=RE2R5o8kknI
キャロットスープの歌 - 谷山浩子

お、新曲？発見♪

https://www.youtube.com/watch?v=bVrJcypLM1k
トマトのうた.MP4 

 
      

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日0:33
ちなみにセイコーマートで売ってる。

まとめ買いしても、価格はあんまり変わらない？

みたいね…☆
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日7:37
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
 
その肉体が苦しくなってしまえば

その肉体を動かす中身、精神状態、心も当然、苦しくなってくる。

それでも多くのものが何も知らずに

靴底から紙幣から物流のクルマのタイヤからも

一般のゴミ焼却からも空に海に山に河に拡がりゆく #放射能汚染。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日7:41
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
出せばいいものを出し切れないために、徐々に #累積 された体内のゴミで各々の臓腑から骨格を
覆う筋肉細胞、やがては脳の細胞も劣化させられてしまう。

吐いて吸う呼吸、飲食と排泄、血液循環‥この、

生きる絶対条件の破壊。それが、#放射能汚染
http://twitter.com/search?

http://cradlekounou.cart.fc2.com/ca1/3/p-r1-s/
https://www.youtube.com/watch?v=RE2R5o8kknI
https://www.youtube.com/watch?v=bVrJcypLM1k
http://85358.diarynote.jp/
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q=%23%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E6%9B%9D%E3%81%AF%E7%B4%AF%E7%A9%8D%E3%81%99%E3%82%8B+until:2038-
01-19&src=realtime=default&f=tweets …

AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 7 時間7 時間前 
体力が持たなければ死を意味するけど、試すしかないよ。ここに止まったら死ぬより悪いものを

見ることになりそう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日7:47
０５

２２

９９９。。。

AKIRA 2024さんがリツイート 
green @shizukanaasa · 10時間10時間前 
いい人になるのを辞めた方がいいと思う今日この頃

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日17:00

AKIRA 2024さんがリツイート 
knznymmmy @knznymmmy · 20時間20時間前
 
不二家ネクターといえば

桃が福島産ほぼ間違い無しってのは

前も書いたよなww
 
遺伝子組み換えで　しかも放射能入だって

実に胸熱だね★

すごいぞ　不二家ネクター

 
名前は覚えたかな？　不二家ネクター

みんな大好き　不二家ネクター

ガイガーカウンターが反応しちゃったらどうしようwww
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（８月28日）　「ダイエットなんか簡単！」／仕組みはよく分からないけど、セレン
の豊富な生タマネギを食べよう！

http://85358.diarynote.jp/201508290001251959/

（＋１。）【甘さが砂糖の５０倍！？加熱した玉ねぎの甘さの正

体とは？ 】　「ノギスよ、ノギス、おまえを喰っちまうぞ…」ｗ
ｗｗ（違っ

2015年8月28日 ダイエット コメント (8)
　

（追加参照：http://85358.diarynote.jp/201408162119096496/ ）

http://matome.naver.jp/odai/2140862153549182001
甘さが砂糖の５０倍！？加熱した玉ねぎの甘さの正体とは？ 

https://www.youtube.com/watch?v=oW9ODrHboCo
【MilitarySong.1】Chant de l’Oignon 玉葱の歌 

いや、ただたんに、

「ハギスのきみ」の今生今後は、

「野菜スイーツ研究家」で決定…ｗｗｗ

玉ねぎジャム（レシピ）

http://cookpad.com/recipe/2781276
http://cookpad.com/search/%E7%8E%89%E3%81%AD%E3%81%8E%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%A0

野菜スイーツ

http://matome.naver.jp/odai/2129792976698820501

砂糖不使用スイーツ

http://cake.koganei-wai.com/maman/20100825/

彼（今生では彼女）ぜったい「最適な数値」を発見してくれるから…♪

そのうち食べさせて貰お〜っと！…♪

http://85358.diarynote.jp/201508290001251959/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201508290001251959/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4061818643/
http://85358.diarynote.jp/201408162119096496/
http://matome.naver.jp/odai/2140862153549182001
https://www.youtube.com/watch?v=oW9ODrHboCo
http://cookpad.com/recipe/2781276
http://cookpad.com/search/%E7%8E%89%E3%81%AD%E3%81%8E%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%A0
http://matome.naver.jp/odai/2129792976698820501
http://cake.koganei-wai.com/maman/20100825/


ちなみに私の基本レシピは、

１．玉ねぎを５mm〜１cmの粗みじんにする。
２．百均の土鍋の底に１cmくらい「焦げ付き防止の」水を入れる。
３．２に１を投入して蓋を閉め、強火にかける。

４．沸騰したら中火にして、蓋をとって水分を飛ばしながら、焦げ付かないように混ぜる混ぜる

混ぜる…。
５．ジャム状になったら火を止め、鍋に保温コージーか布巾をかけて蒸らす。

（砂糖なんか入れない！

で十分な甘みになるので、

　そのまま食べてもよし。

　ノンカロリーの調味料として加工してもよし。

　凍らしてカキ氷にしても美味しい♪）

https://www.youtube.com/watch?v=jic_NZNJpbI
［雨衣ルミ］たまねぎ

（大根やカブでも天然甘味ジャムは創れますので、一度お試しを…ｗ）

はい参照ｗ

http://85358.diarynote.jp/201508112231378994/
ノギスのごとき君なりき…（違っ

ハギス

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%AE%E3%82%B9
「喰っちまうぞ」＞画像参照ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=YYbGpX1Fefc
The　song of onion〜玉ねぎの歌〜　オリジナル曲 

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=194R3zrH_IQ
【爆風スランプ】武道館 大きな玉ねぎの下で
 
 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=jic_NZNJpbI
http://85358.diarynote.jp/201508112231378994/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%AE%E3%82%B9
https://www.youtube.com/watch?v=YYbGpX1Fefc
https://www.youtube.com/watch?v=194R3zrH_IQ


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日0:13
いかん☆

遊び過ぎた…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日0:17
ネタがありすぎて書ききれない…ッ

（寝ますぅ…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日0:24

断言するが。

私が「ともだちゼロにん」なのは…常に。

「ダイエットなんか簡単！」と、豪語していて、実際「簡単に」痩せられる…

（ノウハウも精神力もある！）せいだ。

…と、思う…

（「不思議の国ニッポン」の、

「悪いほうに基準を合わせる」常識？に…、

「適応できない」だけ！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日0:26
０

５２２

９６６．
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寝ます。エル、今日もありがと♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日6:40
０

５２２

９９０．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日23:51
AKIRA 2024さんがリツイート 
ペッコ @pecko178 · 7時間7時間前 
羊は先頭が走ると意味もわからないまま一緒について走る。

群れの最後のほうにいる羊は、自分がなぜ走っているのかさっぱり分からずただ走る。

AKIRA 2024さんがリツイート 
yumi gj @ygjumi · 5月29日 
被曝は、まさに、老化の促進ですよね。

@BQN_2015 
生命からすると酸化＝老化。被ばくで老けちゃう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日23:52

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 1時間1時間前 
@akira_pt4ever 　一昔前なら玉ねぎはおっしゃったような対策で効果あったと思います、今の玉
ねぎって縦長ですよね。あれは中身がぶよぶよの証拠。できれば、ぺちゃんこ型で、切ったとき

に中身が詰まっていて、一気に涙が流れるようなのものならＯＫです。ブラジルナッツか鳥肉、

卵

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日23:56
AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 2時間2時間前 
@akira_pt4ever 私の場合は玉ねぎは確実に火を通して陽性にしてます。現代玉ねぎはコバルト照
射しているものが流通品の大半を占めます。中身の柔らかい変形した太った玉ねぎに効力は薄い

http://85358.diarynote.jp/
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ですから。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2時間2時間前 
↓仕組みはよく分からないけど、セレンの豊富な生タマネギを食べよう！！！

@kappel0208: 甲状腺機能障害とホメオパシー
②セレン

治療薬としてセレンはＮＯ2。非常に強力な酸化防止剤

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 2時間2時間前 
甲状腺機能障害とホメオパシー

②セレン

治療薬としてセレンはＮＯ2。非常に強力な酸化防止剤、体内ホルモンでＴ4との調整機能役とし
て働くことが示唆された。そして、日々のセレン摂取は甲状腺機能の改善に有効であることも示

唆された。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10963212



（８月29日）　後悔のないように生きましょう。昨晩、気がついたんですが、私は「
昨年の夏のことを、ほとんどまったく憶えていない」のでした…

http://85358.diarynote.jp/201508290707276225/

8月29日の日記
2015年8月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

カラパイア @karapaia · 8月27日 
【RT2600UP】 人が思考停止する理由。従順であることの危険性。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52166059.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/636943813655687168/photo/1

あらためまして、おはようございます。０６：４８です。

札幌は気温１７℃。乱れ風。降水確率０％ですが、一面の高曇り。

なんだか空気が変です。（刺激痛がする…）

http://85358.diarynote.jp/201508290707276225/
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いや、もう、「いつも」なんですけどね…
…（〜〜；）…

気がついたらもう２９日で、８月も終わりつつあります。

昨晩、気がついたんですが、記憶障害というか…

私は「昨年の夏のことを、ほとんどまったく憶えていない」のでした…
http://85358.diarynote.jp/?day=20140829

…||||（＠＠；）||||…

…感覚が、苦痛を感じ過ぎて、麻痺してしまっているんでしょぉねぇ…？

https://www.youtube.com/watch?v=Kge3xBeuArI
David Garrett - He’s A Pirate (Pirates Of The Caribbean Theme) 

地震マップ @eq_map · 56秒56秒前 � 北海道 浦幌町 
【M3.4】十勝地方 深さ121.6km 2015/08/29 06:47:47
(G)http://j.mp/1MTtlVs (Y)http://j.mp/1MTtk3P (アニメ)http://j.mp/1MTtjNz

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ44.5km 2015/08/29 03:40:14 http://j.mp/1EpEMDr

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 白老町 
【M3.5】胆振地方 深さ134.1km 2015/08/29 02:33:01
(G)http://j.mp/1ViBgP3 (Y)http://j.mp/1KSocbQ (アニメ)http://j.mp/1JC27Ss

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.4】根室地方 深さ119.0km 2015/08/29 01:26:32
(G)http://j.mp/1hli8Bb (Y)http://j.mp/1hli8Bd (アニメ)http://j.mp/1hliacn

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � Усть-Большерецкий район, Камчатская
область 
【M5.0】KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA 175.8km 2015/08/29 00:08:31
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ub3aj2 (USGS)http://j.mp/1NYfRGM

http://85358.diarynote.jp/?day=20140829
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http://j.mp/1EpEMDr
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http://j.mp/1KSocbQ
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地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.2】青森県東方沖 深さ63.2km 2015/08/29 00:11:39
(G)http://j.mp/1N0aKc9 (アニメ)http://j.mp/1NYfps2

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ46.7km 2015/08/28 21:08:12 http://j.mp/1EoYWgB

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 青森県 八戸市 
【M2.7】青森県東部 深さ86.3km 2015/08/28 18:29:17
(G)http://j.mp/1EoF2Tc (Y)http://j.mp/1EoF25D

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.8】積丹半島北西沖 深さ9.6km 2015/08/28 15:34:32 http://j.mp/1PBXtny

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ60.2km 2015/08/28 10:58:23 http://j.mp/1VfJs2N

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ20.7km 2015/08/28 10:48:35 http://j.mp/1MRQcAV

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M3.2】日高地方 深さ74.0km 2015/08/28 09:58:51
(G)http://j.mp/1PWnQW6 (Y)http://j.mp/1Kos20t (アニメ)http://j.mp/1hjmzfN

後悔のないように生きましょう。

死ぬしかない時には潔く、やれるだけはやったさ！と、

笑って、旅に出られるように…

https://www.youtube.com/watch?v=LhDgtcJQ0Sk
David Garret - " MUSIC" violin
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201508290646084686/
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http://j.mp/1EoF2Tc
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http://j.mp/1MRQcAV
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http://j.mp/1Kos20t
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https://www.youtube.com/watch?v=LhDgtcJQ0Sk


めも。

2015年8月29日 りす＠齧歯類。

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT800UP】 どうみても空想上の生物にしか見えないシュール装飾なツノゼミたちの
画像 http://karapaia.livedoor.biz/archives/51791386.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/637352720790253568/photo/1

カラパイア @karapaia · 8月27日 
【RT100UP】 サルがオオカミを飼い慣らす日も近い？野生のオオカミを手懐けたゲラ
ダヒヒの群れが観察される（エチオピア）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52199348.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/637005433190780928/photo/1

カラパイア @karapaia · 13時間13時間前 
【RT100UP】 フクロウのツンとデレの落差が激しすぎた
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52199492.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/637186639580631040/photo/1
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（８月29日）　札幌駅から徒歩。

http://85358.diarynote.jp/201508291007213159/

どこの田園風景？

2015年8月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
　

札幌駅から徒歩３０分。

(‾ー+‾)ニヤリ
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日10:12
しかしながら、

南西の風に天津爆発の神経毒が混じっているらしく、

皮膚がピリピリして、

めまいと内分泌撹乱を感じます…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日15:07
頭痛と激眠気。(∋_∈)
もはや何が原因やら。

(-_-#)

複合汚染としか言いようがない…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日23:35

AKIRA 2024さんがリツイート 
emi @sunanotubu · 8時間8時間前

http://85358.diarynote.jp/201508291007213159/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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土曜日のこの時間帯の電車にしては寝てる人、眠そうな人が多いな…自分も含めて。今日やけに
眠たい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日23:42

AKIRA 2024さんがリツイート 
ASD @storm_project · 8月26日
 
眠すぎて帰りの運転中何度か意識が飛んだ・・・　よく帰ってこられたもんだ(’Ａ`)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月29日23:48
AKIRA 2024さんがリツイート 
【Rush】ココラブ 11@Cocolove · 8月23日
 
あぶねぇ。運転中意識飛んだ。

車線フラついてた

 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（８月29日）　なんか、具合が悪いです…

http://85358.diarynote.jp/201508292354417696/

／HUMAN／ERROR／SYSTEM／この国で原子力発電所は無理
だね。福島第一原発情報カメラ（LIVE）すごいことになってます
。

2015年8月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22 分22 分前 
8月30日　日本全国で抗議行動がありますね。 北海道から沖縄まで、100か所以上で行
われる。100万人規模。http://bit.ly/1PEKilZ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637622167241293825/photo/1
日本の歴史上「大転換の日」になりますね。地図をクリックすると詳細が表示されま

す

AKIRA 2024さんがリツイート 
青山孝雄 @aoyama892856 · 3 時間3 時間前 
@akira_pt4ever @ef827f223si97ji @aomorinotanuki 何なんだよこれ？ちゃんと言えよ
、安保とかどうでも良いんだよ、戦争なんかしてる場合じゃ無いんだよ、日本は。助

けを請え！世界に。人類史上かつて無い超非常事態なんだよ！

http://85358.diarynote.jp/201508292354417696/
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AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 6時間6時間前 
この汚染地獄では各自が甲状腺を守りながら少しでも健康に生きなきゃならないとい

うのに関東のデモで若い子に被曝させるのは違う。トリチウムを吸い浴び続けること

で発病と寿命の差は歴然とする。トリチウムだけじゃない。夜は怪しげな紫色の福島

第一の空。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
DJ Kazuyoshi @djkazuyoshi · 8月28日 
3台ある電波時計の時間が全部違ってる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
m-take @takeonomado · 7月18日 
デモそのものを無駄とか非難する気は無いけど、これだけ汚染してる東京で、マスク

しないで行進とか正気の沙汰じゃない。子供ならなおさら！デモの主催者がマスクと

か呼びかけない時点で、残念ながら内部被曝隠しのスピンとの疑いはぬぐえない。

おばんです。２２：５２．

洗濯とか無理です。

なんか、具合が悪いです…
…（－－＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=1dl0KnyAAG8
Sacred Earth - Ancient Mother (1 hour) 

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 41 分41 分前 
名無し：08/29 21:04
全国のホームレス達がやくざに騙され福一に連れていかれて作業に従事させられ被曝

死して近くに埋められているようだが、こんな酷いことして隠している国はどこにも

ない。まあ、いずれ明るみになるだろうがその時は日本と日本人は世界中の恥さらし

になるだろう。

AKIRA 2024さんがリツイート 
波山房＠hazanbow @Coco_Wave1 · 55分55分前 

https://www.youtube.com/watch?v=1dl0KnyAAG8


波山房＠hazanbowさんがリツイートしました マッツ
やっぱりε=ε=ε=ε=ヾ(;◎_◎)ノ ヤバヤバ
本州での初日の出・名勝地千葉県犬吠埼の濃霧が紫色（明け方でなく日中）になって

いる。この異常はフクイチ原発事故当時に起こった時以来との事。@akira_pt4ever 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 59分59分前 
#放射能の風 2015年8月29日21〜22時
この時間、#東電の原発事故 からの汚染は、ひさびさに日本列島へまんべんなく回され
ている。9月‥秋からの #川内原発 フル稼働へ向けての最終仕上なのか？台湾方面から
沖縄へも巻き返している。

https://twitter.com/ST0NES/status/637614601564106752/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
野良猫ゴーゴー @noraneko_go_go · 1時間1時間前 
この国で原子力発電所は無理だね。 
https://twitter.com/noraneko_go_go/status/637613954383003648/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
"takeccommaa
子供の甲状腺、

血液検査をしたお友達の話を聞いた。

首都圏10人子供を検査すると、
6〜7人の子供の白血球の数値に異常が出ているそうだ。
つまりは骨髄が被曝でやられている。

ちょっとすごい確率だと思うんだけど。"

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 2時間2時間前 
いろいろ考えると、フクシマから何らかの蒸気が出ていると考えざるを得ない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 2時間2時間前 
東北の霧=ヤマセ=冷害=不作 が、どうも当てはまらないらしい。つーか、東北暑かった
だろ。どこが、ヤマセだよ。ウソつくな。

AKIRA 2024さんがリツイート 

https://twitter.com/ST0NES/status/637614601564106752/photo/1
https://twitter.com/noraneko_go_go/status/637613954383003648/photo/1


マッツ @VirginBlade_aki · 2時間2時間前 
マッツさんがリツイートしました 不正選挙監視団
間違いなく、再臨界してるでしょうね。各地の湿度100％は、過去に類を見ない現象な
ので、トリチウム以外考えられないです。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 2時間2時間前 
2011年3月と4月、プルトニウムと非天然ウランの量の増加が、福島第一原発か
ら120km離れた東海村で確かに観測されました　→　http://buff.ly/1keAz4e 
https://twitter.com/Behind_the_Days/status/471596131349041152/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
森本たかおん＠米国債を売りませう @TakaoMorimoto · 2時間2時間前 
放射線による被覆管の劣化と導電体の露出後の短絡によるトラブル。

鉄道のケーブルの発火が増えている。

信号故障も増えている。

停電も増えている。 http://goo.gl/4iCdiK

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"ykabasawa 2012年3月29日
「東京の医師会で子供の突然死が１０倍になってる問題

対象を広げれば広げるほどヤバいという話」

元菅首相の政策秘書、松田光世さんの告発。

多くの人が既に免疫力落としているではないか。

薬が依然より効かないという声が周りでも多い"

AKIRA 2024さんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 3時間3時間前 
【拡散】tokaiama トリチウム９万８０００ベクレル　建屋観測用井戸　過去最大値を
検出　第一原発　http://www.minpo.jp/pub/topics/jisn2011/2013/07/post_7673.html ……
…　やはりフクイチ地下で恐ろしい再臨界が加速してる！

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
なんだか煙が、、、

JNN福島第一原発情報カメラ（LIVE）すごいことになってます。

http://buff.ly/1keAz4e
https://twitter.com/Behind_the_Days/status/471596131349041152/photo/1
http://goo.gl/4iCdiK
http://www.minpo.jp/pub/topics/jisn2011/2013/07/post_7673.html
http://www.ustream.tv/channel/tbs-live-camera


http://www.ustream.tv/channel/tbs-live-camera … 
https://twitter.com/860masjp/status/584784106208100352/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
すけろくちゃん 2012@wat · 4時間4時間前 
垂れ流され続ける高濃度汚染水を知りながら、近くの海の魚を子供に与える理由は何

なんだろう。セシウムだけを見て、ここの魚介類は安心とするのは、大人はともかく

子供にはダメだ。骨のガンと白血病の原因であるストロンチウムは、主に魚の骨やウ

ロコに溜まるけど、当然骨から身の方へも浸み出してるよ

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
斎場の放射線量が愕愕！福島県南相馬市 原町斎場、2015/04/03 最大約5.9 μSv/hに！←
1時間ぐらい低下した後また跳ね上がる繰返しとは！斎場で！／仕舞いに3.3μで公開打
ち切りだし！http://p.twipple.jp/UyNnC 

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 5時間5時間前 
世界中にイオンがあるので和食は危険。福島の魚の半分以上をイオンが買い上げ。和

食の根幹は魚なので困った。

http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2013/04/0405.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 6時間6時間前 
@ST0NES @YuretaKamo 
以前のカラーでは青色が見えたが、今回のは青く見えないな。。

レオンチェフ発光ではないのか、

色調で青色が出ないようにしてしまったのか？ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ばん @ban_t_nm · 6時間6時間前 
炭水化物摂取すると眠くなるような気がする

眠くて階段から落ちかけた 東京駅。

AKIRA 2024さんがリツイート 
AMARI SIRIUSの愛の戦士たち @ilovejesus12122 · 6時間6時間前 
AMARI SIRIUSの愛の戦士たちさんがリツイートしました 【内部被曝を防ぐN95マスク

https://twitter.com/860masjp/status/584784106208100352/photo/1
http://p.twipple.jp/UyNnC
http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2013/04/0405.html


必要！！】

水道水で

粘膜が溶ける状況だが！

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 6時間6時間前 
川内１号機、電気出力１００％＝原発再稼働から１８日で—九電
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0829/jj_150829_4669132374.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
▲motty▲ @novtnerico · 7時間7時間前 
広瀬隆さんが緊急警報！◆　再稼働した川内原発の「蒸気発生器」　米サンオノフレ

原発の「廃炉」を決めた三菱重工製の欠陥製品だった！　——「その三菱重工製の欠

陥製品を使って、８月11日から動かし始めたのが、鹿児島県の川内原発１号機なの
です」 http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/11-ec7e.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
からさん 41@A32lddTRNhsvB · 8時間8時間前 
@yume8izumi @ST0NES @asuka_250 @jackiemopsy 
日本列島ゴミ箱化計画はマジなんかなぁ

棄民とかいうレベルじゃねぇ

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
その地震の約一時間前2号機・3号機あたり建屋が縦に揺れたあと
http://www.youtube.com/watch?v=BCzm7RCE-98&t=1m32s …
カメラ映像は地下で暴走する核燃料の放射線、爆発の磁場により乱れる。

2015年8月28日@YuretaKamo 23時46分頃 
https://twitter.com/ST0NES/status/637524919807426560/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
F1現場が縦に跳ねるように揺れた時間と、ほぼ同時刻の地震データ。
http://www.youtube.com/watch?v=QUzRp8aS5IY&t=1m23s …
しかも揺れたあとから黒いモワモワが3号機の周辺へ昇っている。
地下の爆発の黒煙なのか？黒い放射性ガスなのか？

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0829/jj_150829_4669132374.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/11-ec7e.html
http://www.youtube.com/watch?v=BCzm7RCE-98&t=1m32s
https://twitter.com/ST0NES/status/637524919807426560/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=QUzRp8aS5IY&t=1m23s


2015年8月28日@YuretaKamo 07時38分頃

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
なんなんだ？あの地下からの稲光のような閃光は？

http://www.youtube.com/watch?v=0FvEyUm9dE4&t=1m01s …
緑に霞んだあとのF1は5時50分ごろ爆発？
なぜ幾日も映像の色を落としているのか？結露で ごまかされてる？
そしてこの地震。2015年8月28日@YuretaKamo 06時47分頃（続

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
クレーンの次は排気塔？@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/636535811526103041 …
http://twitter.com/ST0NES/status/381603739305402368 …
http://twitter.com/ST0NES/status/607840139771936768 …
http://twitter.com/ST0NES/status/601685775445413888 …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
白樺 @sirakaba2 · 8時間8時間前 
@ST0NES @TEPCO_Nuclear 
怖いですね!。排気筒に関しては、東電が排気筒の欠損個所を放置してあるので、山本
議員が厳しく質問していましたね。↓

山本太郎VS東電社長　排気筒が建屋にぶっささる件
http://taro-yamamoto.jp/national-diet/4855 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
5日前のF1。
http://twitter.com/ST0NES/status/636006821489061888 …
今こんな感じですが、危険なのは、まずこの2点。
#実は危険な凍土遮水壁
#福島第一原発で爆発の危険性
クリックして目を通してみてください。

その他は何が起るか判りません。@sirakaba2 @mifasorahula

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
海霧の化けの皮が剥がれてきましたね。@breeze000 福島原発の…地下を凍結遮水壁
の低温流体で冷やす試み…ところが、共用プールの発熱が続き、150820時点で 10 ℃
、と温度がさっぱり下がらない…共用プール内の使用済燃料の暴走… 

http://www.youtube.com/watch?v=0FvEyUm9dE4&t=1m01s
http://twitter.com/ST0NES/status/636535811526103041
http://twitter.com/ST0NES/status/381603739305402368
http://twitter.com/ST0NES/status/607840139771936768
http://twitter.com/ST0NES/status/601685775445413888
http://taro-yamamoto.jp/national-diet/4855
http://twitter.com/ST0NES/status/636006821489061888


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 11時間11時間前 
福島原発の地上共用プールでは、地下を凍結遮水壁の低温流体で冷やす試みをしてい

るという。ところが、共用プールの発熱が続き、150820時点で 10 ℃、と温度がさっ
ぱり下がらないのだ。共用プール内の使用済燃料の暴走が心配だ

。http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-
np/handouts/2015/images/handouts_150820_05-j.pdf …

AKIRA 2024さんがリツイート 
meglalala＠禁被ばく戦争反対 @kissmeyummy · 7時間7時間前 
ガイガーカウンターのあたしが感じたこと。メルボルンの空気は良かった。岡山の空

気はあそこまで良くない。やっぱりなにか変。こないだ東京の病院の父を見舞った

時に、妹と母と三人で自由が丘で待ち合わせて薬膳鍋食べたんだけど、空気は最悪だ

った。あの辺りのコンビニには煙草は無い禁煙地区なのに。

AKIRA 2024さんがリツイート 
kyoko @manmaru358 · 7時間7時間前 
私は長野白馬に家を建てる寸前でとり止めたのだけど、理由を聞かれて正直に答える

と「はい？？？」って顔される率100％…(._.)

AKIRA 2024さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 8時間8時間前 
室内保管の、直接外気や紫外線に当る事がゼロな電気製品中の樹脂部品でさえこの具

合だ。外に置かれっぱなしの車は放射能に直接されされ続けている訳で、タイヤは

無論、各種ブッシュ、スペーサ、緩衝材など重要部品の劣化が元で事故につながる可

能性が高まっていると思う。修理費用は東電が持つべきだ。

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
「HIBAKUSYA（ヒバクシャ）」は国際語となっている。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
口永良部島

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2015/images/handouts_150820_05-j.pdf


気象庁が厳重な警戒を呼びかけてる（5月29日と同程度の噴火の可能性）って、この噴
火のこと。

8月29日10時発表：福岡管区気象台「火山活動の高まった状態が継続しています。
」http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150829100108.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
川内原発：再稼働　抗議声明を発表

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637462345426464768/photo/1
「県内で開業している医師、歯科医師２３２０人で組織する県保険医協会２７日、川

内原発の再稼働に抗議、エネルギー政策の転換を求める理事会声明を発表した」

http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20150828ddlk22040097000c.html …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
“@Coco_Wave1: この地の日中に濃霧（白から明るいグレー）が紫色に染まったことは
ありえない。

フクイチでの海水への放出とともに、水蒸気による似非濃霧には要注意じゃ。 
今日も紫色ですよ。重金属を連想させる色ですね。 

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[記事] 太陽風の乱れは続き、磁気圏の活動も活発です。2403黒点群でMフレアが2回発
生しました。 http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
モルダー龍馬 @molderlyouma · 2014年8月23日 
川内原発の溶接はまったくの素人がやっていたのだ。　「検査はデタラメだった、原

発に穴があいているのに 通ってしまった」とも言っていた。　
素人が作り、デタラメな検査を通った欠陥品の川内原発が再稼動する。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d1476a92916df1133bd6387265996cf1 

AKIRA 2024さんがリツイート 
先に行く @unatwo · 15時間15時間前 
前のマンションで盛大にカビが発生し、かなりの修繕費を取られそうなので、同じ轍

を踏まぬようコロナの除湿器を購入。4.5リットルのタンクが数時間で満タンになって
驚愕。それでもなお湿度が70%を切らない。そりゃカビも生えるわ。
https://twitter.com/unatwo/status/637415037750022144/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150829100108.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637462345426464768/photo/1
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20150828ddlk22040097000c.html
http://swnews.jp/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d1476a92916df1133bd6387265996cf1
https://twitter.com/unatwo/status/637415037750022144/photo/1


かにちゃんと世界線 @hunterkani · 19時間19時間前 
"UZURER: マクドにて、客用の座席に店員が寝てて、周り何か言うどころか席ないか
ら普通の客がその寝てる店員の席の正面に座るという実にシュールな光景を目にした"
08280919
#眠り病
就寝時間中です！起こしたらダメだよ

AKIRA 2024さんがリツイート 
ハッピー 0331@R · 23時間23時間前 
家帰ってきたら階段の上でぶっ倒れてる人いて超焦ったけどただ寝てるだけだった…
死んでなくて良かったけど部屋入って寝ようよ…

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8月28日 
“@aomorinotanuki: 赤富士でも始まったか？
https://twitter.com/murataofumisan/status/637216157703864320 …”
とっくに始まってます。

フクイチで紫色が発見されたのは7/4
犬吠埼はその後しばらく続いた。

原発爆発直後も空が紫〜ピンク 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月28日 
8月28日20時07分
桜島：小規模噴火。今日は午後から３回、噴いてる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637233954513252353/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
masam @matsu_masami · 8月28日 
Reading:ノロウイルスが変異 免疫持たず大流行のおそれ　NHKニュース
http://nhk.jp/N4Kx4HYg 
熱中症と言い訳出来なくなる秋に向けての予防線。変異ね…。いよいよ隠しきれない
んだな。

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8月28日 
名無し：08/27 07:52
なんで私の足こんなアザ傷だらけなのか(真木よう子）
https://instagram.com/p/6wKBiUGBR9/?taken-by=yokomaki_official …

https://twitter.com/murataofumisan/status/637216157703864320
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637233954513252353/photo/1
http://nhk.jp/N4Kx4HYg
https://instagram.com/p/6wKBiUGBR9/?taken-by=yokomaki_official


名無し：08/27 07:53
区別するのは簡単！白血病の兆候でもある「あざ」の特徴

http://matome.naver.jp/odai/2140020400874689201 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5月23日 
壁に生えているカビは、そこだけにとどまらない。

浮游する胞子は、

呼吸器から容易に体内に侵入し、

脳関門という関所をも通過して、

脳にまで到達する。

https://www.youtube.com/watch?v=r3PnvuHr3Ng
HUMAN SYSTEM　-TM NETWORK- 

AKIRA 2024さんがリツイート 
すどうあいこ(横浜→奈良) @ai_3121 · 15時間15時間前 
他人の鼻血や頭痛はもちろん、目の前の人間が死んでいく状況すら、想像しきれない

人がほとんど。うちの子達は震災の年に逞しかった叔父が胃がんで骨と皮になって死

んでいったのを見てるし、自分も毎日鼻血を出していた。「移住でこの鼻血が止まる

なら」避難移住の理由なんてそれで十分だ。

http://matome.naver.jp/odai/2140020400874689201
https://www.youtube.com/watch?v=r3PnvuHr3Ng


（８月30日）　ストーリーは決められており、まず結から報じられるから。

http://85358.diarynote.jp/201508300007368168/

めも。【宇宙史逆走】

2015年8月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

　

時間と気力切れ…

明日？いつか？

書き続けたいです…
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日7:44
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AKIRA 2024さんがリツイート 
エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 8時間8時間前

giftedでありながら他人を見下す発言を続ける人物は、自らに課した試験問題の問題文すら読めて
いない。やがて試験は終了し、自ら採点することになる。giftの奥深さに気付けなかったことを後
悔するだろう。ungiftedな状況で獲得するものには大きな価値があることを思い出すだろう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日7:50

AKIRAさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 8月28日
 
いろいろ起きてる事を既存の、

起承転結で考えてはダメ。

ストーリーは決められており、まず結から報じられるから。

 

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


（８月30日）　「一刻も早く脱出する」、「汚染された食べ物を避ける」、「マスコ
ミ情報に騙されない」。

http://85358.diarynote.jp/201508300722122607/

【 避 核 】 三 原 則 。
2015年8月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)

　

１．水道水は飲まない。（濾過水か、地下水を飲む）。

２．汚染地の食品は、口にしない。

３．線量が高い土地からは、【命を懸けて】全力で避難移住する。

https://www.youtube.com/watch?v=7UO0LUWg9z4
Self control TM NETWORK cover by 未来飛行機 

AKIRA @AKIRA23150220 · 14時間14時間前 
放射能による細胞劣化作用は恐ろしい。

この人もその犠牲だろう。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/637542340081553408/photo/1
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https://www.youtube.com/watch?v=-UGqGJvIdgA
ホルスト：組曲「惑星」全曲（DTM制作）

kenji @buick54aki · 1 時間1 時間前 
「安倍政権を呪い殺す」、呪殺祈祷僧団（JKS47）が誕生！ 経産省のテント前で呪殺
祈祷会！不気味な光景に・・・ - 真実を探すブログ
フクイチ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7787.html …

…あ、やっぱり「出た」か…ｗ
がんばれ「阿倍乃生命」！ｗｗｗ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日7:37
cmk2wl @cmk2wl · 37 分37 分前 
アイゼンハワー大統領は、核を「拡散」することで「親米国」を増やしたかったのだ。（略）原

子力関連の技術を積極的に同盟国や第三世界に供与したほうがよい。これによって「研究炉」「

動力炉」の輸出など、巨大なビジネスが生まれる。将来は原発の輸出も見込める。 ”核の難民” 佐
々木英基

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日7:40
cmk2wlさんがリツイート 
keichan @keichan7m · 4月24日 
@cmk2wl 家族が事の重大さに理解がありません。マスクをして帰ってきたら家の窓が開け放たれ
ていて愕然としました。何度でも言っても伝わりません。泣きたくなる。

https://www.youtube.com/watch?v=-UGqGJvIdgA
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7787.html
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
Record China 8月29日(土) ＜天津爆発＞「ただちに危険はない」当局の説明に不信を抱く中国人
　

当局「現場中心部では腐臭のような臭いが漂っているが、これは主にメタンチオールによる

もの。」

ネットユーザー「腐臭は健康に影響がない？人民はハエだって話かな」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日7:42

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
BadLife @BL373 · 2012年7月17日 
原子力事故ってのは、ホント恐ろしいな。それによる放射能汚染が空気や水や食べ物や人間の血

液を汚すだけじゃない。たったひとつの原子力事故が人間が人間として生きる意識を破壊する。

そこに独りで生きるにはあまりに危険すぎる。世の仲この先これに気がつくのはちょっと先の話

かもな。@ST0NES

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
常に自分と他人を比較するように躾けられた意識から抜けられない。それだと、そのうち簡単に

殺されちまうよ。恐怖でコントロールされてる者と同様。その他、私を見てほしい、私に気づい

てほしい、私を忘れないでほしい‥って頭でいるうちは何も先へ進まない。独りで生きるにはあ

まりにも世の中は拡い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日7:52

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 7時間7時間前 
テレビで納豆がいいと言えば次の日納豆が売り切れる。バナナがいいと言えばスーパーにバナナ

はない。無農薬、減塩、有機栽培、低脂肪、カロリーオフ、遺伝子組み換えではない・・こうい

うものには目がない奥様方。しかし目に見えないものに関しては無頓着。見えないものを見る

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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こと。これが一番大事。

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 10時間10時間前 
身の周りで次々に知人、友人が旅立ち、体を壊す人も増え続けています。これが、福島の放射能

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

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

になっていますので。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日23:28
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 52分52分前 
水道水を吸着させたゼオライトからセシウム1,398Bq/kg検出。子供にフクイチ由来のセシウムを
浴びてるんだよと言ったら、後10年生きられるかな？と聞いてきたので運がよければと答えた。
http://cdcreation.grupo.jp/blog/1020458

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日16:41

AKIRA 2024さんがリツイート 
OMP(さらば暴政) @ompfarm · 14時間14時間前 
脱被曝の原則は、「線源が存在するところから、一刻も早く脱出すること」、「α線・β線・γ線核

種に汚染された食べ物を避けること」、「マスコミ情報に騙されないこと」。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日16:48

AKIRA 2024さんがリツイート 
STB @RC_StB · 8月31日 
意義よりも官製デモに乗らないという構図が重要なのだが 例え骨董品のパソコンを使ってブラッ
クアウトして地震が近いと毎日のように書く愉快なところがあっても 被曝現実直視の立場から手
放しにデモを称賛しない東海アマには知識と良識がある
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（８月30日）　創価学会員って言葉が市民権を得たような気がする。

http://85358.diarynote.jp/201508300752353448/

即死してしまうだろう。【逃げなさい】。

2015年8月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
ネコ

「まあ、あれだ。お前の心配してることはわかる。そう落ち込むな。当時は国民全員

が戦争だぁ！って言って、なんでだろうな。女の人も竹やり持って戦争だ！って、や

ってたんだからな。考えられないな。明日、国会前に行くから、これ呑んで帰るぞ」

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637629845124419584/photo/1

あらためまして、おはようございます。

０７：２４になっちゃいました。

札幌は１７℃。快晴無風。

線量「やや高め」…

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
(Radiation monitoring Daily Report) 

http://85358.diarynote.jp/201508300752353448/
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01:00 0.041 0.041 0.041 6 
02:00 0.041 0.040 0.040 6 
03:00 0.041 0.040 0.040 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.041 6

空気がなんかノーシン（頭痛薬）臭いというか、粉っぽくて、

【向精神作用】があるのを感じます…
…（〜〜；）…
テンシンか？

フクシマか…？？

kenji @buick54aki · 2時間2時間前 
ストロンチウム９０によるニューロン間の通信障害で自分が何やってるのかわからな

くなる。 迷走神経を破壊してしまった場合、熱中症症状でパイロットや運転手は即死
してしまうだろう。いつか大事故になる

https://twitter.com/buick54aki/status/637728560816328704/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=mAzNyYvKn_A
クラシック名曲集・第６楽章(銀河英雄伝説編)－作業用BGM(110分) 

cmk2wl @cmk2wl · 55分55分前 
2015年08月30日　小名浜(オナハマ)
湿度100パーセントが連続しています。 

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
福島原発建屋のGL（グランドレベル）や海水面の高さ。あるいは地下水の深度からみ
ても、福島原発から湧き上がる水蒸気が海水でもある可能性は高い。

海水だとすると含まれる硫黄分が放射化しているので、人体に親和性の高い硫黄が

ダメージを増大させる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 時間6 時間前 
未だに「半減期」という語意に騙される人が多い

セシウム137の半減期＝30年に騙される
セシウムの「環境的半減期は180〜320年：http://goo.gl/DmEbc 」 

https://twitter.com/buick54aki/status/637728560816328704/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=mAzNyYvKn_A
http://goo.gl/DmEbc
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/584007845122678784


https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/584007845122678784 … 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637660069560107008/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 8時間8時間前 
福島第一の事故を想像以上にみんなが軽く考えていることに改めて驚いた。

AKIRA 2024さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 8時間8時間前 
今日の午前中に、線量計が鳴りました。福一からの風が新潟に吹いていたのでそのせ

いかも。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
速報ワザと止めたのか？それとも警告？

やりたい放題だな。

〜

NHK地震情報ってテロップ出たけどその後のテロップが無いの何だったの……
https://twitter.com/toybu/status/637615768285253632 …
https://twitter.com/shizu_ii/status/637616362299355136 … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/637642100645892096/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 10時間10時間前 
「フクシマ・地球規模の汚染へ」

■日本国内では放送されないフクシマの猛烈な汚染は地球規模に広がった

フランスＦＲ３放送

ご覧下さい→　https://www.youtube.com/watch?v=6JdXl7Ol5_U … 

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 
鹿児島県危機管理局 @kikikanrikago · 14 時間14 時間前 
８月29日17時15分，阿久根市，薩摩川内市に土砂災害警戒情報が発表されました。

AKIRAさんがリツイート
コーン @corndot · 17時間17時間前 
原発】福島第1原発事故の避難区域に自生するモミの一部、放射線の影響で成長が止ま
った可能性があると発表…放射線医学総合研究所
木もとまれば人も止まる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637660069560107008/photo/1
https://twitter.com/toybu/status/637615768285253632
https://twitter.com/shizu_ii/status/637616362299355136
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/637642100645892096/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=6JdXl7Ol5_U


低身長症だなんて病気つくりあげて、、、被爆だよ、ひ、ば、く！

AKIRA 2024さんがリツイート 
天仙 @tensenten · 22時間22時間前 
800ベクレルの海水で、子供たちを海水浴させる東京都。 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=306355&g=131107 … … 
https://twitter.com/tensenten/status/626413586202542080/photo/1

２ちゃん原発情報さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 24 時間24 時間前 
子ども化粧品「レイス」福島に生産拠点

http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201508/20150827_62029.html … @irukatodouro
@atsushi_mic @lovin_nana @sobtomk @lovelovesarah @maibaba11
@2ch_NPP_info

AKIRA 2024さんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 8月18日 
@onodekita 遊泳禁止されてきた東京の葛西臨海公園。この夏、約５０年ぶりに本格的
な海水浴が楽しめるようになりました

。http://www3.nhk.or.jp/news/natsutenbyo/2015_0817.html … 
危険なストロンチウムとかがあるかは、調べてないですよね？

AKIRA 2024さんがリツイート 
bouzu_3 @bouzu_3 · 8月16日 
放射能で人が死んだり病気になるのは広島長崎以来の定説で常識なのに、今更なん

でキーキー「不安を煽るな」とか言うのか？テレビの健康番組とか（放射能と関係

なく）病気になるなると不安煽りまくりだろうにねえ？

不思議だねえ？

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 5 時間5 時間前 
地震や放射能のさらなる拡散が起これば日本が完全壊滅するのはもう目に見えている

。命にかかわる重大な問題。反省も学習もせず、見て見ぬふりをしながら日常生活を

続けている国民。説明しても、「そうなの？えー怖ーい。」もう諦めるしかないのか

？日本人の能天気さはもう救いようがないのか？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306355&g=131107
https://twitter.com/tensenten/status/626413586202542080/photo/1
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201508/20150827_62029.html
http://www3.nhk.or.jp/news/natsutenbyo/2015_0817.html


AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 9時間9時間前 
東電福一原発は放射能ダダ漏れのまま　西の川内原発再稼働

放射性廃棄物は移動・バンバン焼却し

汚染食品等流通止める気もまったくなし

こんな状況で戦争だけには反対したところで

日本中が放射能汚染してアボ〜ンじゃないか

若者はどんどん逃げなさい

国籍民族関係ありません　若者は逃げなさい。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日23:07
０

５２

３２

３３．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日23:45

cmk2wl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 · 8月29日 
デマだと思いたきゃ思っとけば良い。それで心の平穏が保てて幸せに暮らせると思うんならそう

すりゃいい。この先どうなろうと自分の身に降りかかる現実は、全部自己責任なんだろうし。好

きにすればいい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日16:49

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


くりえいと @kurieight · 17時間17時間前 
いまここで気づかない魂が、現世で気づく可能性は限りなくゼロだが、ゼロではない。その１厘

の可能性もあるんだとおもうとネット発信する意義も見いだせるんだ。極度の悲観論者で破滅論

者で厭世家なわしなんだけど、１厘の隙間に届けといつも願ってる....よ@sonsolysombra

AKIRA 2024さんがリツイート 
ヒラ:// @punanny_chang · 8月31日 
つうかここにきておおっぴらに創価学会員って言葉が市民権を得たような気がする。

主要メディアじゃ宗教の話ってタブーだったりするでしょ？

なんかが動いてる感じするなぁ…

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8月30日 
@portal311 スピンにまんまとはまって、優先順位を取り違え、被曝してモノを考える能力すら失
って、健康を害せば逆らうこともできなくなる。

ドツボにはめられているのに高揚感や達成感まで持てるのでしょう。

 



（８月30日）

http://85358.diarynote.jp/201508301009271800/

バビロンまでは何マイル？

2015年8月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

バビロンまでは何マイル？

札幌駅まで３０分。

とことこ歩いて

行けますね。

じてんしゃ来るまで

お散歩よ。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日10:13
ちょっと逆光で写真失敗。
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（８月30日）　サイコパシー（精神病質）は優れたリーダーの資質のひとつである。
／（↑今ココ。）

http://85358.diarynote.jp/201508301036047714/

混乱の托卵。（宇宙史逆走）

2015年8月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

《リズイット》・レンギン・ダール。

本名リースェット。

《最高学府》統合学派総合主席。

《生命活性化計画》界卵４分割案の最終策定者。

４界破綻の責を負い、関係者総員と共に転生全課程の再履修を科される。

課題完遂し再転生後も自主的に蟄居を続けるが、後任のアルマンディン・ガーネットに請われ、

再生新界計画に原案者として参画予定。

（↑今ココ。）

https://www.youtube.com/watch?v=pL5pJ4wOwXs
Coldplay - Viva La Vida~美しき生命~(歌詞&日本語和訳) 

https://www.youtube.com/watch?v=VVzFAhhV3WY
乾いた大地／串田アキラ_戦闘メカ ザブングル ED
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月31日7:34
cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
地球が落下しているんなら、今みたいな状況でも諦めがつくね…。
数十年後には地面にぶつかって「ペシャ」っと潰れる。
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それなら運命として諦めもつくというもの…。
また「星くずのかけら」として、違うものに生まれ変わるだけ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日15:31
カラパイア @karapaia · 12時間12時間前 
【RT100UP】 サイコパシー（精神病質）は優れたリーダーの資質のひとつである（英米研究）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52199709.html …
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（８月30日）　本名アル。愛称アルマンディン・ガーネット。

http://85358.diarynote.jp/201508302021027755/

回収と改修。（宇宙史逆走）

2015年8月30日 リステラス星圏史略　（創作）
　

《アーリー》・アマルディン・ハィラーム。

本名アル。愛称アルマンディン・ガーネット。

《最高学府》統合学派『副』主席。

（必須科目の対人関係学部のみ本人自由意思で断固履修拒否のため）。

４界破綻の責を負い、関係者総員と共に転生全課程の再履修を科される。

いち早く課題完遂して再生後、《再創造界》統括（代理）責任者に推挙されるも、リースェット

・レンギン・ダールの一線復帰を待って、すでにディマントイド・ガーネットが在籍している《

テワンハウレ》上神界に進級予定。

師である界境監視官レ・リナルの補佐として４界最後に残った《ティクスアセラス》恒星系の終

末に立ち会い、《不死者》リレキセス・ジューンナールの魂魄再帰の教導霊を務めたことでも知

られる。

https://www.youtube.com/watch?v=_FXTkN_zpsM
谷山浩子　 ねこの森には帰れない 

https://www.youtube.com/watch?v=dEGAbi8b1hY
Zabadak - Mizu no Sortilège (Shouldn’t Have To Be Like That)
 

http://85358.diarynote.jp/201508302021027755/
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（８月30日）　セルンにあるハドロン加速器の危険な点は、間違うと「大気圏にブラ
ックホールが出来ること」のようです。。

http://85358.diarynote.jp/201508302027279303/

監視と干渉。（宇宙史逆走）

2015年8月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

レ・《リナルリナル》・ラゥレイ。

本名ラゥレリア・ラウレイ＝ジーン。

上古神界《センサリテヤ》宰務神の一柱。リステラス出身。

主宰神マンマワァガの命を受け、４界崩壊後の収拾に当たる。

界境閉鎖後、関係者総員に異例の転生再履修を命じた件で、転生霊界神からは白眼視されている

。

アル・アマルディンの直接指導霊でもある。

愛称の由来は育ての両親が究極の親ばかで、毎日「可愛い！可愛い！」と叫び続けたためそれを

自分の名前と思い込んで自己紹介して育ち、幼い頃は実親がつけた本名で呼んでも全く返事をし

なかった、という、今から１億２千万年ほど前の微笑ましいエピソードが由来である。

https://www.youtube.com/watch?v=pAlwSC-lYSY
姬神 月あかりの砂のなかに 

https://www.youtube.com/watch?v=0lo-vcyhuj4
姬神－理想國 

       
 

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8月31日10:37
しまった間違って秘密欄に書いちゃったので、後で移します…(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月31日14:42
アル・アマルディンの指導霊でもある。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日16:38

AKIRA 2024さんがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 2 時間2 時間前
 
今、調べたんだけど、セルンにあるハドロン加速器の危険な点は、間違うと「大気圏にブラッ

クホールが出来ること」のようです。。

ホーキング照射で消えると説明されていたけど、消えない場合もあると言うことでした。

そりゃ、規模が小さいけどブラックホールできたら、天災起きるのは必然な気が・・

 

http://85358.diarynote.jp/
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（８月30日）　どんなに放射能まみれの国家でも、人間は免疫力次第！というこ
とだ。

http://85358.diarynote.jp/201508302041306970/

石狩川上空前線。＼(◎o◎)／
2015年8月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

みごと

に川沿いに

前線が切れてます。(^。^;)
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月30日23:22
あ、ちょっと、暗くて判らないかな…（＾＾；）…★

http://85358.diarynote.jp/201508302041306970/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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http://85358.diarynote.jp/201508302320188002/

ここは札幌／露骨な脅迫をツイッター社から受け取り／人間は免

疫力次第／３万人といったら丸の内に巣食う官僚とその家族の

数じゃないか？

2015年8月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=BiIzV3v9Csg
John Williams + Erich Kunzel + Cincinnati Pops Orchestra ~ Intro + Star Wars (HQ) 

AKIRA @AKIRA23150220 · 6時間6時間前 
AKIRAさんがリツイートしました Monkey Monk
F1からの高濃度放射性水蒸気が猛威を振るって首都圏を襲い始めました。ライブカメ
ラの停止、再開されたとしても、過去の映像を使った捏造と見るべき。

官僚は既に東京から逃げ出す準備しています。

AKIRA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 · 6時間6時間前 
踊る阿呆に観る阿呆、同じ阿呆なら逃げなきゃ誘導。
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（前項続き）

…そしてちょうど、その雲と晴れの境目から、満月が…!!

！（＠◇＠）！

結論から言えば、個人的には今日はとても、とても、良い一日でした…♪

https://www.youtube.com/watch?v=oXIZ4mgCECk
Nor Elle - Phantom Of Life (Full Album) 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 50分50分前 
@karrento そりゃ、千葉に人間が住み続けられない事
いちばんよく知ってる人たちだから、避難するでしょうね。

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 52分52分前 
医師も脱出！？24年4月、千葉県旭中央病院が内科医不足の為、救急車の受入れ制限。
24年6月「さいたま赤十字病院小児科常勤医師4人全員退職。茨城県鹿島労災病院の22
名の常勤医師の内14名が、２５年3月末退職http://medg.jp/mt/2013/04/vol84-1.html …

AKIRAさんがリツイート 
COBRA לע ת הלימ  תפקתה  @WadjetOsaka · 1時間1時間前 
今日は福島第一原発の怪しい紫色の空で怪しい白い影が出とったね？ 
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CNqbQ84VEAEKkgG.mp4

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
今日、国会前に坂本龍一が登場。

「世界の坂本」の登場だから、無視するわけにもいかず、あのNHKですら、ここは報
道してましたね。

動画：https://www.youtube.com/watch?v=12fmPyCKMG4 …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637976476587982848/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=oXIZ4mgCECk
http://medg.jp/mt/2013/04/vol84-1.html
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CNqbQ84VEAEKkgG.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=12fmPyCKMG4
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637976476587982848/photo/1


イギリス：BBC
今日の国会前のデモを全世界に動画配信

Japan military legislation changes draw protests（動画
：http://www.bbc.com/news/world-asia-34101222 …）@BBCWorld

AKIRAさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 2時間2時間前 
2015年08月27日 千葉3区　市原市、千葉市緑区にお住まいの方　ご注意を　死亡数急
増傾向です 
http://inventsolitude.sblo.jp/article/162365849.html … …

AKIRA 2024さんがリツイート 
硝音 @syouoto · 3時間3時間前 
また電車止まりやがったよ…！！！踏切内で人が倒れてるって…なんでや…！！！！

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
ベラルーシの30km立入禁止区域内で0.5μSV/h 福島の高速道一般開放されているところ
が5μSV/h
どういう事ですか 
https://twitter.com/mla999/status/583138564906426370/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 3時間3時間前 
momoaさんがリツイートしました AKIRA
紫色の福島第一とライブカメラ停止。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Nemesis 脱被曝 @zodiac0088 · 3時間3時間前 
Inubosaki,Chibe Prefecutre (Japan) 28 August 2015 
#Fukushima 
RT@akira_pt4ever @cmk2wl 犬吠埼、今日、紫色でした 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
静岡：浜岡原発

中部電力が公表してる浜岡原発のまわりの「断層」の一覧。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637956751690612740/photo/1

http://www.bbc.com/news/world-asia-34101222
http://inventsolitude.sblo.jp/article/162365849.html
https://twitter.com/mla999/status/583138564906426370/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637956751690612740/photo/1


昨日の３回の、この浜岡原発付近の地震も、ちょうど断層付近で起こってる地震。沿

岸部は断層だらけ。日本がいかに原発の立地に不向きなのかを証明してるような調

査図。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
昨日、静岡の地震が多くなってる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637952893639766016/photo/1
気象庁が公開してる極小地震を含めると、8月29日は（静岡県中部：14回＝全て震度1
以下）（静岡県西部：9回＝うち有感地震が3回）の地震が起こってる（静岡県西部）
という震源は、浜岡原発付近が震源

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
箱根：大湧谷

今日の12時ぐらいから活発化。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637947012151832576/photo/1
17時10分、15時12分、14時25分、13時30分に有感地震。　17時台は7分おきぐらいに
地震が起こっていて、19時33分、今日59回目の地震。　突然、活発ですね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
箱根：大湧谷がおかしい。

今日、30日の午後、突然、地震の数が急増してる。19時現在で59回の地震。うち4回が
有感地震。

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 4時間4時間前 
F1ライブカメラが停止する直前のF1ライブ映像。
ひどすぎる！ 
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/637936056222941184/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
既に被曝症状らしい　体調不良は発症しているようですつくば市在住の当院、来院の

患者さんの9割に膵臓不良が出ています
胃の調子不良に似た症状なので、胃のトラブルと間違えています

被曝鈍感な方は膵臓症状が重篤化して気付く事に

AKIRAさんがリツイート 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637952893639766016/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637947012151832576/photo/1
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/637936056222941184/photo/1


kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
国産タバコの8割が福島産なの。
もう、住めないことみとめて、除染で誤魔化さずに、福島のみんな、避難させてあげ

てほしいー

AKIRA 2024さんがリツイート 
マリエ・愛がいっぱい @ailoveuu · 5時間5時間前 
マリエ・愛がいっぱいさんがリツイートしました 内田聖子/Shoko Uchida
国会前にデモで集まっても、明日にはまた満員電車でカゴの鳥、でしょう？

そんなことなら東京からさっさと離れる、大手銀行・都市機能から身を退く、その方

がやつらには痛手。

AKIRA @AKIRA23150220 · 6時間6時間前 
AKIRAさんがリツイートしました みえないばくだん
今後、早い時点で全世界の脅威となったF1からの高濃度放射性水蒸気を収束させる
為に、米中露軍が日本に侵攻して来る。

既に、米海軍は横須賀基地に集結しつつある。

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 
"ayaty1025: 中耳炎だと思って耳鼻科行っら耳にカビが生えてると言われた"
#罹患線
人体にカビ

ただの事実です

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：08/30 13:09
kurararan（沖縄県在住）8月27日
ちょっと深刻な話…同じ会社の関東支店（２つの県）で、白血病による休職が４人発
生しているそうだ…
知り合いから聞いた…

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
F1ライブカメラが停止しました。
官僚が東京から逃げ出す準備しています。

周りでは多くの人々が病に倒れ始めました。

自分でも体調が良くありません。偏頭痛、疲労回復不良、胸痛、食欲不振、不眠、手



足の痺れ、痙攣、視力の著しい低下、眼底痛等々。

いよいよ、最後ですね。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 11時間11時間前 
本当だ、JNNカメラ 止まってるね。
「現在配信されていません」と表示される

AKIRA 2024さんがリツイート 
やまもといちろう @kirik · 11時間11時間前 
久しぶりに昼飯でマック食べたら格段に具合悪くなった… 一服盛られたんじゃないか
と思うぐらい身体が重い。子供たちと一緒じゃなくて良かった。

AKIRAさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 13時間13時間前 
チェルノブイリで除染をした人は、３年後全員が死亡した

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
8月29日・浜岡原発のすぐ近くで３連発の地震（気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …）
22時05分：M3.5
22時20分：M2.7
23時24分：M2.7
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637797819894468608/photo/1
浜岡原発まで約3km。原発付近の断層の直下型地震。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Tomo Matsuo @tomatsuo · 15時間15時間前 
昨日は、柏崎原発直下でも地震あったんですね…なぜ、原発直下ばかり？

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：06/25 22:47
https://www.facebook.com/tenshin.ishida/posts/598604320282687 …
昨夜、高校の同級生が亡くなりました。悲しすぎる訃報です。ハイパーレスキュー隊

の隊長として中越地震時に優太君救出のヒーローとして同級生たちの間でも誇りのや

つでした…肺がんだったようです。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637797819894468608/photo/1
https://www.facebook.com/tenshin.ishida/posts/598604320282687


名無し：06/05 11:42
nonnmam
美容室にて。0歳児の子が入院中と言うので理由を聞いたら、生まれつきの心奇形だと
。話を聞いていた別の人が、「自分の身内の赤ちゃんも昨年手術した。心臓に穴があ

いてたから」と。ここは札幌です。

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
福島第一ライブカメラ（４号機側）8月30日 8時 
https://twitter.com/cmk2wl/status/637775278803042305/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
波山房＠hazanbow @Coco_Wave1 · 16時間16時間前 
@Kiyoshi_IWATA これが犬吠埼のライヴカメラでの映像です。
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … …

AKIRA 2024さんがリツイート 
いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 16時間16時間前 
いわた・きよし（岩田清）さんがリツイートしました 波山房＠hazanbow
未知の原子物理現象、未知の原子化学現象かも？　九州や沖縄で見られる日没時の赤

は緋色ですが、此の映像の赤は牡丹色です。　最悪は福一原発から放射能汚染された

地下水が沖合いで湧き出し、親潮で南下、犬吠埼で黒潮と何らかの物質変化かも？

AKIRA 2024さんがリツイート 
わたる @watti_1 · 18時間18時間前 
朝から新宿だけで寝てる人ばりおるし

横の横の席の人バリ電車中吐くし、ちょっとこぼす。ほんまにやめて(笑)
東京の人、日常なってもうて反応薄すぎ

イケメン外人と目あってお互い同時に肩上げた時は笑った(笑) 
https://twitter.com/watti_1/status/637731431687454720/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
かぎうじ @gide2shark · 8月29日 
夜のホームは倒れてる人が多すぎるね

AKIRA 2024さんがリツイート 
Schwarzeon BLACKY @Schwarzeon · 8月29日 
倒れてる人がいっぱいいて帰りの電車が不気味なんだが

https://twitter.com/cmk2wl/status/637775278803042305/photo/1
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/watti_1/status/637731431687454720/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=LkOUh6kR89k
Epic nordic music - Faraway 

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 15時間15時間前 
「これ以上欧州放射線に関する画像ツイートを流せば、あなたのアカウントを凍結し

ます」、という露骨な脅迫メッセージをツイッター社から受け取りました。

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 8月29日 
8月：大気中ヨウ素131検出（地域不明）
17日ノルウエー
18日チェコ
19日スイス
21日フィンランド
25日エストニア
28日クロアチア、キプロス、フィンランド、ノルウエー、スイス

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 8月29日 
オランダ、ごめんなさい、小さく出てました。

問題は、Β線の検出量が異常数値。欧州では公表されているためルーマニアのベータ検

出が目立ちますが、非公式のオランダ数値はそれを2ケタ足すほど。それほど途方もな
い線量なのです。理由がわからないのです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8月28日 
@bylovelyrabbit 主にアメリカの太平洋岸ですが、世界中で死んでいます。加速度がつ
いたように…。

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 8月17日 
「熱中症」で救急搬送された方の多くは、病名は「熱中症」だが、実態は「熱中症」

より遥かに重篤な症状だと。熱中症の患者は、点滴で脱水症状がとれ、体温が下がれ

ばケロリとするものだが、今の「熱中症」は、内蔵不全の疑いでICU（集中治療室）行

https://www.youtube.com/watch?v=LkOUh6kR89k


きが多い、と。真相は『放射性熱中症』なのだ！

AKIRAさんがリツイート 
すずらん＠欧州 @suzuranateurope · 2時間2時間前 
すずらん＠欧州さんがリツイートしました AKIRA
これでマスクをしないのは「自己責任」ということで体調不良、へたすると寝たきりor
死人になっても一切関知無し。国民生殺し計画が進行中。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
国会前から帰る電車の中で、急に頭痛と寒気。雨に打たれて風邪ひいたかな。熱が38
度もあった。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 4時間4時間前 
あの御用学者がさ。国会に集まればメディアに取り上げてもらえるとか言うわけだ

けど。せっかくメディアへの依存から抜け出そうとしている人をそうやってメディア

につなぎとめている訳で。だから御用なんだけど。そこだけ見てもアウトなんだよね

。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
この国変な国ですよね。

デモで、 国民自体が、被曝させられたことに 対しては、
何も言わないんですよ 。
反戦デモより

「なんで被曝させたんだバカ野郎！！子供の病気どうしてくれるんだ！！」

とは言わない！！！ 
戦争反対なんて言ってるうちに自分の体が 、
再稼働しなくなるのにね。

AKIRA @AKIRA23150220 · 11時間11時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 新宿デイジー
純粋な人々なのでしょうが、はっきり言います。舐められています。

本日の風向きを考えますと明らかにF1からの放射性水蒸気の塊が国会前に到達してい
ます。

気象庁でスピーディーデータを見て笑っている奴らの顔が浮かびます。



残念です。

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 59分59分前 
これです。

インド(チェンマイ)日本人街。
3万人収容規模。3万人といったら丸の内に巣食う官僚とその家族の数じゃないか？
そろそろ完成した様ですね。

http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/245.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
AMTTKＵZ @ruminako1952 · 2時間2時間前 
@twikirailala @AKIRA23150220 日本人4000万人移住計画は震災後すでに水面下事務
レベルで進行しています、富裕層はとっくに移住、インドの日本人町

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 3時間3時間前 
@kissmeyummy 徴兵される前に子どもたちで、健康な子がどれだけ残るのか
計算してないんでしょうね。間抜けですよね！（笑）

ウクライナでさえ、健康な兵士は僅か30パーセントですよ！
東京の汚染なら、ゼロパーセントですね！！

AKIRAさんがリツイート 
ライムの休暇 @twikirailala · 4時間4時間前 
ライムの休暇さんがリツイートしました 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】
官僚は、「国民絶滅」を着々と、進めているのを

実感します…人々を核廃棄物と一緒に捨て、自分達
だけが、搾取や利権で私腹を肥やし、日本脱出計画が

あるように思います。

3・11に逃げていたでしょ！ 

AKIRA @AKIRA23150220 · 13時間13時間前 
AKIRAさんがリツイートしました Monkey Monk
4年半前、政府は4,000万人避難も考えた。しかし、国を守り日本民族が生き残るには
、全員救う事は出来ない。

http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/245.html


よって、情報を隠蔽し選民の救出だけに集中した。ほぼ選民の避難が完了した為、い

よいよ最終局面に入ると云う事だ。

cmk2wlさんがリツイート 
モヒート（疑うことから始めよ！） @torrecolombaia · 23時間23時間前 
そう言えば、反原連って「シングルイシュー」なる横文字を大義名分にして、一番権

力側にとって都合の悪い放射能汚染・避難・移住の問題取り上げる人達を見事に排除

したけど、今度はその「シングルイシュー」を取り下げて安保法制反対か？ふざけて

いるとしかいいようがないわな。

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 8月28日 
改憲国民投票への道のり

だって変だろう？

「原発に反対する運動」がいつの間にか被曝ガン無視になっちゃって

近場の放射性廃棄物焼却にも無関心で

原発とか東電じゃなくて安倍をゆるさな〜いになっちゃって

官邸突っ込んだって何も変わらないと断言しときながらマタ集まれって。

（大笑い）

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 8月28日 
原発の地元で、原発が稼働しているのに、停電ばかりとはこれいかに？

https://www.youtube.com/watch?v=51dJI_U3uAk
Nor Elle - Silent Storm 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 16時間16時間前 
二年前の参議院で勝負は決しているんです。今騒いでいる人はその時危機感を持って

いなかった人です。今さら何をあがいても覆せません。逃れるためには海外に逃げる

しかない状況なんですよ。@hahasmasamasu @AmboTakashi

AKIRAさんがリツイート
飯山一郎 @iiyama16 · 8月25日 

https://www.youtube.com/watch?v=51dJI_U3uAk


sit back and relax ＝「まったりと過ごす、 ゆっくりくつろぐ」 RT @horiguchikesazo:
日本政府の崩壊をsit back and relaxで待った方がいいよ。 https://goo.gl/vfzJLi

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 8月17日 
「熱中症」で救急搬送された患者の家族（１２名）から話を聞いた。「主人は放射能

対策を全くしなかった。私は乳酸菌と少食と『放射能ゼロ空間』での運動で健康その

もの！炎天下を歩いても爽快！」という話が大半。キチンと放射能対策をしてきた人

は元気でいられるが、脳天気は死んでゆく！「選別状況」

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 8月17日 
「４年前までは不整脈があったり、すぐに感染症になったり、病弱だったが、乳酸菌

や少食や発汗運動で免疫力をあげたので、今は健康そのもの！」という報告が何千件

どころか何万件もある。じつは、私も不整脈が治ったクチだwww どんなに放射能まみ
れの国家でも、人間は免疫力次第！ということだ。

https://www.youtube.com/watch?v=gRuggMzH3Gw
Fantasy Medieval Music - Song of the North
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月31日1:17
なんかものすごく空気が金属味だよ…

（息れない…！）

おやすみ…
 
 

https://goo.gl/vfzJLi
https://www.youtube.com/watch?v=gRuggMzH3Gw
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（８月31日）　軽井沢の泥水や汚染堆肥につっこんで外部被曝量が高くなりすぎた左
足のカカトが、数日前からジクジク傷んでるんですよね…

http://85358.diarynote.jp/201508310750567444/

悪化してきました。裸足で逃げ出すレベルなの

に／デモとか余裕ありすぎる。

2015年8月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

19件のリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 5 時間5 時間前 
フクイチ産の殺人ガスから目をそらさせるために…、やれ宇宙兵器の、桜島が大噴火
するの、「川内原発の大事故は、秒読み！」のといった狡猾な目眩ましのコケ脅しが

囃（はや）されています。（飯山一郎） http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-
7797.html …

https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY
陣内大蔵 - Blow wind blow , 風よ吹け 

おはようございます。０７：１３です。

http://85358.diarynote.jp/201508310750567444/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508310750567444/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150831/85358_201508310750567444_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150831/85358_201508310750567444_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150831/85358_201508310750567444_3.jpg
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-7797.html
https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY


おはようございます。０７：１３です。

札幌は２０℃。無風。高く輝く灰白色の曇天。

線量…「高め」…（＝＝；）…

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年08月31日（月）【当日】
最大(max) 最小(min) 平均(average) 有効数(effective number) 
01:00 0.041 0.040 0.040 6 
02:00 0.041 0.040 0.041 6 
03:00 0.041 0.041 0.041 6 
04:00 0.042 0.041 0.041 6 
05:00 0.042 0.041 0.041 6

昨日よりさらに空気が湿っぽく粉っぽく、明らかにフクイチ性の、

金属異臭が充満していて、呼吸しただけで口の中が金属味でいっぱいになります…
…（〜〜＃）…

最後の往復徒歩通勤。の日のはずでしたが…
あと一時間で北風が吹き始めてくれなかったら、バス通勤のほうがむしろ健康維持にいいかもし

れません…
（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=Q_kXlO7xs3U
陣内大蔵 - 風を見たくて

…ディリーさんは死んじゃったのかな…？
https://twitter.com/Micromedia311

…世界中（地球上全域）で、変なふうに、揺れ揺れまくっていますね…
https://twitter.com/eq_map
…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=nYCoL7AIBFw
陣内大蔵 - 深呼吸 

地震マップ @eq_map · 15 分15 分前 � 北海道 上富良野町 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_kXlO7xs3U
https://twitter.com/Micromedia311
https://twitter.com/eq_map
https://www.youtube.com/watch?v=nYCoL7AIBFw


【M2.6】大雪山系 深さ3.8km 2015/08/31 06:59:39
(G)http://j.mp/1PFLx4l (Y)http://j.mp/1KwkqsN

cmk2wl @cmk2wl · 38 分38 分前 
「（ロンゲラップ島民の）帰島から八ヶ月後…住民の定期健診…結果、住民の体内
から…放射性亜鉛65は八倍、ストロンチウム90は二十倍、セシウム137は六十倍に跳ね
上がっていた。…水爆ブラボーで被爆した人も、しなかった人も、同様の結果。」”核
の難民”
原因は地表からの吸入と食物連鎖。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1 時間1 時間前 
インドに日本人町 - ついに政府も日本を脱出する準備を始めたか
http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/245.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
ひんぱんに足がつる人が急増している 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/736.html …
糖尿病の初期症状　ストロンチウムの娘核イットリウム９０が膵臓に蓄積しインシュ

リン細胞を破壊し始めると出る症状

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
【重要】遺伝学者ベントレイ・グラス博士

「住民がロンゲラップ島に帰郷することは、すなわち、高いレベルの放射線を浴びた

人間が、ふたたび高い放射線にさらされるということです。これは、遺伝的研究をす

る上で、まさに理想的な状況です。広島・長崎の調査で得たものよりも重要です。」

AKIRA @AKIRA23150220 · 2 時間2 時間前 
AKIRAさんがリツイートしました neko-aii
チェルノブイリ原発事故後、白内障や急激に視力が落ちメガネを掛ける子供たちが増

えた。

そして、その子達は2〜3年で死んでいった。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
「海からの戻り汚染」

とは、プルームが海上に出ると、日中、陸地が暖められて気圧が下がり、海が高気圧

になるため「海風」が陸に戻ってくる現象です

能登半島北部や和歌山県、高知県の海抜２００〜５００ｍに、この現象を確認してい

http://j.mp/1PFLx4l
http://j.mp/1KwkqsN
http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/245.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/736.html


ます

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
いじめで自殺し学校側が「転校した」で処理した仙台市の某中学校

「３つの注意事項」が生徒たちに

「臆測で物を言わない」「個人情報は出さない」「個人情報を出すと名誉毀損になる

」

事実上のかん口令

「うちと決まったわけではない」（教頭）

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-b94d.html#more …

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
こういった効果はプラセボじゃない。

水式空気清浄機のフィルターである「水」を測定すると、超高濃度で化学物質が検出

される。

微粒子の捕集は肉眼でもハッキリわかるし、顕微鏡レベルなら驚愕するほどに吸着し

ている。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
ふくいちライブカメラ 8月31日 1時
悪化してきました。銚子は 99パーセント台の湿度が長時間連続した後に、先ほど
100パーセント。
一次冷却水より汚れた蒸気を吸いこまされて、デモとか余裕ありすぎる。

裸足で逃げ出すレベルなのに。 

AKIRAさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"ideas13nx 2014年1月7日
旦那親戚が集まる新年会で

旦那のひとつ年下の従兄弟の子供(2番目の子)
市の3歳検診で先天性白内障が見つかった
視力を上げるためにメガネをかけてた

住居は11年10月に5μsv/hのホットスポットが
見つかった市の公園から2キロ圏内"

AKIRAさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-b94d.html#more


チェルノブイリ事故後、次々と住民が病に倒れ

廃村になったベラルーシの空間線量は0.3〜0.4μSv／時
セミパラチンスクの核実験場周辺で

住民が健康被害に苦しんでいる場所は0.3μSv／時
0.3は人間が住むべき放射線量ではない
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/df178eeeb344a02e85260b5d12ee4a7f …

宇宙天気ニュース @swnews · 19 時間19 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.4 の中規模フレアとなり、X線強度は、8月30日12:30
JST (30日03:30 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

cmk2wlさんがリツイート 
コロコロ @makixxx23 · 21時間21時間前 
コロコロさんがリツイートしました cmk2wl
事故後に産まれた友達の子供

笑いもせず、泣きもしない

友達は、子供の無表情さを「宇宙人みたいなの…」と
母親（友達）が比較的大人しめのタイプだから、子供も大人しい？と最初は思ってた

けど、表情が無いのは赤ちゃんでは無いよね

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 22時間22時間前 
@Kiyoshi_IWATA 犬吠埼だけじゃないです。
フクイチは夕暮れ時に稀に出てました

原発爆発直後は関東でよく見られたとのこと

黒潮と化学反応とか難しく考える必要ないと思います。

重金属の水溶液の色 

AKIRAさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 8月29日 
東京の友達の話＞子供たちの白血球の数値、７割に異常。

”甲状腺検査に厚生省の圧力”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/32c71b3e2aac4e400e234ab2348d9f42 …
小さい子ほど、ほとんどみんな異常値。

100人見てたら70人異常値と。
圧力がかかっても

自費でも検査していくそうです。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/df178eeeb344a02e85260b5d12ee4a7f
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/32c71b3e2aac4e400e234ab2348d9f42


（東京都西部の内科です）

軽井沢の泥雨水や汚染堆肥につっこんで外部被曝量が高くなりすぎた左足のカカトが、数日前か

らジクジクしくしく、変な風に傷んでるんですよね…

…（ーー；）…
（表皮が迷彩柄？に変色しているし…）

https://www.youtube.com/watch?v=kbUxFKwPm5A
陣内大蔵 - 空よ 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
福島県民は汚染地域に絶対戻ってはいけない。原子力政策においては米国も日本も、

世界のどこの国も同じやり方。

住民を家畜並み、否、モルモット並みに扱っている。

ただれた知能のマッドサイエンティストが、こういった政策や人体実験の牽引役にな

ってるのだから。

https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg
陣内大蔵-新しい風 

https://www.youtube.com/watch?v=QgrT0ftOSqw
久石譲　風の通り道
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2015年8月31日10:05
海霧が晴れたら

呼吸もらくになったので
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歩きました。o(^-^)o

暑い〜っ！ヽ（・へ・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日9:57
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（８月31日）　脳細胞と宇宙は激似していた！

http://85358.diarynote.jp/201508311457497601/

戦乱と照覧。（宇宙史逆走）

2015年8月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

《センサリテヤ》神界の主宰神ママ・ワガ。

別称《普遍自在神》ワァガ・マンマ。

全知全能と言われているが、必ずしもそういうわけでもない。

暴走の果てに自裁して果てようとしたグァヒギルをぎりぎりで捕縛。

４界の崩壊を食い止め界境壁を築き、

宰務神レリナルを監視官となし、事態の収拾を一任する。

https://www.youtube.com/watch?v=_01EWY5hE0o
【 姫神 】神曲詰め合わせ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日18:01
amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
古代社会では国家とは王権と防衛範囲を示すものではなく、交易範囲を示すものだった

これは民俗学の視点がなければ理解できない

「モノを運ぶ」ことの意味を考えてほしい

その行為こそが国家の正体であり、倭は日本ではなく沿岸と離島の集合体であったはず

王権は諸島ごとに存在する連合体だった

http://85358.diarynote.jp/201508311457497601/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日20:00
カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT600UP】 脳細胞と宇宙は激似していた！驚くほど似ているマクロとミクロの比較画像
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52170614.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/638517930599170048/photo/1

http://85358.diarynote.jp/
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（借景資料集）
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（８月27日）　東電の社員の子供は、原発が爆発した次の日から幼稚園に来ていない
事実を聞きました。京都に避難した東電の子ども達は給食を食べないそうです。

http://85358.diarynote.jp/201508271009436156/

フクイチ灼熱地獄／「東京までヨウ素剤を配るとパニックになる

」／笑ってしまった。もう笑うしかないっていうか。（涙）

2015年8月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

★…毎度おなじみ？
【エマージェンシー】コード進行中…★

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。
許可されたフォロワーのみが@TOHRU_HIRANOさんのツイートやアカウントを見る
ことができます。[フォローする]ボタンをクリックしてフォローリクエストを送りまし
ょう。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 15時間15時間前 
原発事故の際、福島をはじめ関東東北にいた原子力人種はヨウ素剤を飲んで逃げた。

そうじゃない人は飲む知識もなく被曝して閉じ込められた。

AKIRA 2024さんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 20時間20時間前 
たいてい、カナリアさんのほうが数時間から１日くらい早い…

http://85358.diarynote.jp/201508271009436156/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201508271009436156/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150827/85358_201508271009436156_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150827/85358_201508271009436156_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150827/85358_201508271009436156_3.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=6lM-_AHhXk8
Elbtonal Percussion "Urban Drums“ Trailer 2015 

きのこ組　組長 @kinokokumi · 1時間1時間前 
フクイチがついに灼熱地獄です。

警視庁はTwitterで
利権作りをやっている場合ですか？

原発村の手羽先もほどほどに。

https://www.youtube.com/watch?v=Zmm-D1kMKRc …
@MPD_yokushi

きのこ組　組長 @kinokokumi · 4時間4時間前 
福島第一　ライブカメラもご臨終？

http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-8136.html …
ライブカメラの配信停止！

灼熱地獄のフクイチで

何が起きているのか？！

https://www.youtube.com/watch?v=TE9_4qbtWJ4 …

青木まり子 @uvanaranja · 9時間9時間前 
そうなの？フクイチのクレーン、倒れちゃったの？？一番奥の…あれは何。
　2015.08.26_10.00-13.01.Unit4side https://youtu.be/7KzLFjfgJpI @YouTubeさんから

AKIRA 2024さんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 
2015.8.27
00:41:13AM
吹き荒れてる 
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/636565005316460544/photo/1

t-mari @kappel0208 · 11時間11時間前 
2015.7.21　フクイチ映像
https://www.youtube.com/watch?v=RIu8Te_5VnU … …
たしかに後方、1分20秒前大きく揺れて、消えてしまっています 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
城山キーウィ @ShiroPineapple · 11時間11時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=6lM-_AHhXk8
https://www.youtube.com/watch?v=Zmm-D1kMKRc
http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-8136.html
https://www.youtube.com/watch?v=TE9_4qbtWJ4
https://youtu.be/7KzLFjfgJpI
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/636565005316460544/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=RIu8Te_5VnU


福一に今電話で問い合わせました。出た福一の職員はキョトンとした声で「本日クレ

ーン倒壊などということはございません。」とのこと。本当にキョトンとキツネにつ

ままれたような感じで。

@pecko178

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 11時間11時間前 
東電様へ

お宅様のクレーンが倒れたようですがご存知でしょうか？

2015.08.26_10.00-13.01.Unit4side https://youtu.be/7KzLFjfgJpI
https://twitter.com/tepco_nuclear/status/636495943286829056 …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 11時間11時間前 
被曝猫さんがリツイートしました Mペッコ
１分３０秒頃から崩壊

これは・・・　とんでもない事態なんだけど・・・

笑ってしまった。もう笑うしかないっていうか。（涙）

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
F1現場クレーン死んだの？@TEPCO_Nuclear■お知らせ■8月26日午前11時27分ごろ
http://twitter.com/ST0NES/status/636515788837384193 …
http://twitter.com/ST0NES/status/636528547981496322 …
http://twitter.com/ST0NES/status/636531060180844546 … 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
どこかワザトっぽい気もしますが‥

http://twitter.com/ST0NES/status/636528547981496322 …
根元が錆びた？

関連する資料です。

http://twitter.com/ST0NES/status/625127829449998345 …
@asuka_250 これ本当なの？
倒れちゃったよ！

福島第一原発　クレーンご臨終

@TEPCO_Nuclear

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 12時間12時間前 
福一のクレーンが倒れました。

後ろのクレーンです。

https://youtu.be/7KzLFjfgJpI
https://twitter.com/tepco_nuclear/status/636495943286829056
http://twitter.com/ST0NES/status/636515788837384193
http://twitter.com/ST0NES/status/636528547981496322
http://twitter.com/ST0NES/status/636531060180844546
http://twitter.com/ST0NES/status/636528547981496322
http://twitter.com/ST0NES/status/625127829449998345


→のクレーン

@asuka_250 さんからの情報

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
クレーン御臨終までの時間がライブカメラのタイムで11時27分ごろから約10分間で
すね。ゆっくり倒れて、もはや遠隔操作では復旧困難なまま？

@41A32lddTRNhsvB @whosavetheearth @sp9bingotarou

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
そして24時間以上が経過してhttp://www.youtube.com/watch?v=7KzLFjfgJpI …
横倒れではなく、重心かかった前側へ申し訳なさそうに倒れたあと他のクレーンや排

気塔も激しく揺れてるので、支える根元が腐ってたのかもしれませんね。3月からの大
量のトリチウム水蒸気で‥@sp9bingotarou

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 13時間13時間前 
被曝猫さんがリツイートしました 野人
なんか・・・噴き出してる？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
いちいち検証してる間も現場が心配で、もし誰か作業員いるなら逃げたほうがいい感

じですが‥F1:1号機の手前のクレーンが向きを替えたのは8月25日の朝6時半すぎ。
http://twitter.com/ST0NES/status/636004172756750336 …
ここがまず今まであまりなかった動きです。（続）@sp9bingotarou

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
からさん 41@A32lddTRNhsvB · 14時間14時間前 
@whosavetheearth @sp9bingotarou @ST0NES 
もう地面がグズクズになってるんじゃ

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
F1のクレーンの御臨終は2015年8月26日11時27分ごろ。
http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid …
その後を幾つかの録画で確認しても蘇生なし？

http://www.youtube.com/watch?v=7KzLFjfgJpI&t=1m13s …
明かに作業中です。@whosavetheearth @sp9bingotarou

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
ほんとだ！遠隔操作の誤作動とは呼べない根元からの倒れ方！

http://www.youtube.com/watch?v=7KzLFjfgJpI
http://twitter.com/ST0NES/status/636004172756750336
http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid
http://www.youtube.com/watch?v=7KzLFjfgJpI&t=1m13s


http://www.youtube.com/watch?v=7KzLFjfgJpI#t=106 …
反対側のカメラでは見えにくく畳んでいるようでも

http://www.youtube.com/watch?v=7oAQ3-9y6yg&t=2m1s …
伸ばしたまま倒さないですよね。@sp9bingotarou 福島第一クレーンご臨終

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
備後太郎 @sp9bingotarou · 14時間14時間前 
@ST0NES コレ→福島第一クレーンご臨終http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-
8135.html …

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
ふくいちライブカメラ 4号機側。
今日26日は、赤丸の辺りが緑色に靄って見える。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/636452644773433344/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
さり ** NO NUKE,NO被曝。 @sarisarisarii · 18時間18時間前 
前頭葉がきゅーっとなるような感じとすごい眠気。

めまい起こしてる人いぱーいいるよ、今日。

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

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 7分7分前 
九州電力によると、27日09:00現在、鹿児島県・熊本県・福岡県で停電が発生してい
ます。

■影響地域

鹿児島県・熊本県・福岡県：約50750軒
台風15号の影響に伴う停電状況について 
http://www.kyuden.co.jp/emergency/pc/kyusyu.html …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
#川内原発 核燃料の冷却機能は大丈夫なのか？
@MBC_newsnow 九州電力によりますと、現在停電が続いている１５の市町村のうち
、薩摩川内市など５市町村ではきょう夜までに倒木などで立ち入りが困難な一部を

除き、停電が復旧する見込み…
http://www.kyuden.co.jp/nuclear_index.html …

http://www.youtube.com/watch?v=7KzLFjfgJpI#t=106
http://www.youtube.com/watch?v=7oAQ3-9y6yg&t=2m1s
http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-8135.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/636452644773433344/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=lkjenKg543M
http://www.kyuden.co.jp/emergency/pc/kyusyu.html
http://www.kyuden.co.jp/nuclear_index.html


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 · 15時間15時間前 
〔突風〕佐賀県南部で竜巻などの激しい突風発生か

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150826-00000016-rescuenow-soci …
佐賀地方気象台は26日19:06、「佐賀県竜巻注意情報　第1号」を発表しました。佐賀
県南部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。空の様子に注意し、雷や急

な風の変化など積乱雲が…

https://www.youtube.com/watch?v=jWADZczIT0I
Elbtonal Percussion - DVD/CD Release Concert URBAN DRUMS 

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
「皮膚は人体の中で最大の臓器であり、それは巨大な腎臓や肺のようなものです。皮

膚は、肝臓のバックアップ。内部フィルタがうまく機能している場合には、細胞外液

が汚染されず、免疫系は感染から体を守ることができます。」う〜む、なるほど。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
2015年8月18日　メキシコ カヒティトラン湖
ラグーンの表面が死んだ魚で埋め尽くされる。

200トン以上の死。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
NaturalNews クジラは太平洋で死に続けています。
誰もが死の原因を知りません。科学者が知っていることは同時期に死亡しているよう

に見えるということです。主要メディアはセシウムの存在を無視して海洋温度と酸度

の上昇を挙げています。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/636564906867691524/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
アラスカ沖でクジラの大量死。

NOAAとアメリカ政府は、過去4ヶ月ビーチに打ち上げられてきた 30頭ものクジラの死
骸（ナガスクジラ11頭、ザトウクジラ14頭、他）の調査を開始。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/636560106398748676/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
"@breeze000 被曝による知能遅滞が表面化
「文部科学省は、小6と中3を対象にした15年度全国学力テスト結果を公表し、学年
別10科目のうち9科目で福島県は全国平均を下回った。中学校の数学も全国平均との差

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150826-00000016-rescuenow-soci
https://www.youtube.com/watch?v=jWADZczIT0I
https://twitter.com/cmk2wl/status/636564906867691524/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/636560106398748676/photo/1


が目立つ。」150826"
https://twitter.com/ST0NES/status/598714982939758593/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
.@iinoh 高線量な現場から500㍍しか離れてない遠隔操作室でも
高収入なオシゴト‥「やめられまへんなぁ！」

外車ブンブン、銀座に赤坂、六本木のクラブで人気者？でも被曝中‥。

re.あの装置一式作業は"時間"当たり幾らになるのか素人計算でも1時間100万円以上に
なるかも？

AKIRA 2024さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 12時間12時間前 
マッツさんがリツイートしました 桑ちゃん
科学者にとっては、いい研究材料。（人は、高線量の中でどれだけ生きていられるか

）本気で、研究してそうですね。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 12時間12時間前 
みんな頭おかしいよ。クレーンが倒れて風向き関係無しで喉が痛いと言うのに、中性

子が飛び交ってるというのに何が山本太郎だよ。脳の被曝による知能低下か。

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 18時間18時間前 
wanikuns 8月18日 
『日本は、もうダメです』⇒ http://amba.to/1Bo8mCb 
電車の座席や床で、駅のホームで階段で、道路で、コンビニ、飲食店内で、寝てる倒

れてる人たち。寝ても寝ても眠い、強い眠気の訳はホ

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 18時間18時間前 
本当に怖いのは 『放射能を忘れる事』 『ものの見事に皆んなが洗脳されてる事
』http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2015/08/post-1f79.html …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 20時間20時間前 
千葉県10都市　出生死亡比率。7月にこんなに低くなったことはない。
ズクなしブログ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/162047977.html … 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し：2015/08/26(水) 01:05 ID:XXXXXXXX

https://twitter.com/ST0NES/status/598714982939758593/photo/1
http://amba.to/1Bo8mCb
http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2015/08/post-1f79.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/162047977.html


３世代同居の横浜の知人宅

一家に２人白血病が出たと。

AKIRA 2024さんがリツイート
m-take @takeonomado · 8月25日 
小雨の中を恵比寿〜三鷹まで移動したのだけど、街のカビ臭さが気になる。実は伊香

保温泉も街がカビ臭かった。こんなことは生まれて初めて。ペナンもシンガポールも

蒸し暑いけどカビ臭くはない。アジアでは比類のない清潔な日本に何が起きてる？し

かも他人に聞いても気づかないとな？

AKIRA 2024さんがリツイート 
すてぃーぶ @a_tea_mouse · 8月24日 
バイト帰りの車内で痙攣する急病人見てしまったんだけど、なんなの今年は痙攣する

急病人に縁があるの？ってか俺なんかヤバいもの憑いてない？大丈夫？

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 8月24日 
2011年、関東から沖縄に貧乏母子移住
"mimigaaa5 2014年7月14日
元旦那から最近マメに電話がくる

会社の同僚が心筋梗塞で突然死

取引先の人の喉が異様に腫れてる

親戚が癌や白血病　だから何？"

AKIRA 2024さんがリツイート 
nakaichiemi @liuchie · 8月19日 
外国から来ると日本は醤油臭いってよく言うけど、3年ぶりに帰ってきた日本は、とに
かくカビ臭いよ。実家のような民家はもとより、転校の手続きに出向いた子供達の学

校や、エアコンの効いた商業ビルまで、どこもかしこも湿気があってカビ臭い。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Surf on Nuke @NukeRefugee · 7月26日 
@kurieight ホで金属が酸化（老化）するそうです。写真見るとむき出しのハサミの刃
のほうが放射線が出ていて、塗装されている部分はあまり、ですね。参考：森住卓写

真展　福島—放射線を視る http://mphoto.sblo.jp/article/126764285.html …

https://www.youtube.com/watch?v=R-ER5---jSk
Stratovarius - Destiny 

http://mphoto.sblo.jp/article/126764285.html
https://www.youtube.com/watch?v=R-ER5---jSk


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
2011年3月15日、東京から逃げる外国人たち
http://www.youtube.com/watch?
v=S4j4C9nixic&feature=youtu.be&t=1m36s#http://twitter.com/ST0NES/status/316206572231598081
…
再:http://twitter.com/ST0NES/status/579607759206805504 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 · 16時間16時間前 
@ygjumi @snoopymaygon どなたのツイか失念しましたが、現役官僚の高齢の親が手
術後間も無くもう退院ですと言われ「冗談じゃない、こんな状態で家に帰れるわけ

無い」と怒りの抗議をしたところ、医師は「そうゆう制度に変えたのはあんた達官僚

でしょう」と。返す言葉が無かったと

AKIRA 2024さんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 21時間21時間前 
シイタケの売上が低迷してるのは放射能汚染が原因なのに、風評が原因と言う林野庁

はA級戦犯だ→もうこの国はどうしようもない。干しシイタケを20億円かけて給食で子
供に食べさせる狂気の国、日本。

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/440f296b3b49e290a92043e1cfdec8f4 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
とっとりん @hibakukihi · 22時間22時間前 
これだけ脳梗塞が増えたら、感染症だって言い出すぞ。やりかねん。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 8月26日 
「東京までヨウ素剤を配るとパニックになる」

この一言で東京都民は被ばくした。

悲しいね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 8月25日 
３・１１に爆発した市原コンビナートで燃えた劣化ウランのせいじゃないの？事故後

に海外で爪と髪の毛の測定した人がセシウムは無くてウランと放射性銀がでてたと書

いてたけど。劣化ウランが燃えた事は議員連中は全員知ってるそうで、公表したのは

庶民以外なんだろうね。

http://www.youtube.com/watch?v=S4j4C9nixic&feature=youtu.be&t=1m36s#http://twitter.com/ST0NES/status/316206572231598081
http://twitter.com/ST0NES/status/579607759206805504
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/440f296b3b49e290a92043e1cfdec8f4


AKIRA 2024さんがリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 8月25日 
千葉　市原コンビナート爆発時のキノコ雲、劣化ウランの爆発によるものと判定され

る可能性も。http://ameblo.jp/64152966/entry-11361051451.html … 
https://twitter.com/kininaru2014111/status/636154901593063424/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 8月25日 
シールズに加わっている若いみなさんへ

福島の子ども達を移住させよと言わない政治組織、個人は、１００％完全にニセモノ

ですよ

文化人、芸能人、政治家で移住疎開をスルーしている連中は、どんなに反戦だ安保法

制だと喚いても、しょせんは原子力産業の番犬なんですよ

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 8月24日 
onodekitaさんがリツイートしました 白石草
うーん、この時のフクシマからの避難民は、高濃度に汚染されていたのだから、宿泊

を忌避するのは間違いではない。なにしろ、10万CPMで振り切れる人がたくさんい
たし、大半の人はその検査さえしていないのだから 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 3月16日 
私は

あの東電原発が吹っ飛ぶ直前に福島ナンバーの高級車で西へ避難する人間を目撃して

いる。

あの時、原発がメルトダウンすることを知っていた人間はたくさんいる。

それでもアンタたち、ず〜っと沈黙してるんだな？黙って逃げてそのまんまだ。

東電関係者とか医者とかさ。お前ら知ってたじゃん。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
さくら　里山 @reu_maro · 2013年1月2日 
@maibaba311 東電の社員の子供は、原発が爆発した次の日から幼稚園に来ていない事
実を聞きました。京都に避難した東電の子ども達は給食を食べないそうです。この事

実を知って多くの親は、事の重大性に一刻も早く気づいて！子ども達には自分でその

選択ができません。本当に日本政府は残酷。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 2012年9月9日 
こんなにあった！ 日本からの退避勧告！ 米国英国、ドイツ、フランス、イタリア、ス

http://ameblo.jp/64152966/entry-11361051451.html
https://twitter.com/kininaru2014111/status/636154901593063424/photo/1


イス、オーストリア、スペイン、ロシア、ベルギー、チェコ、クロアチア、オースト

ラリア、ニュージーランド、台湾韓国シンガポール、フィンランド、セルビア、イス

ラエル http://george743.blog39.fc2.com/blog-entry-1417.html …

https://www.youtube.com/watch?v=hti-Areh01Y
(仮)ALBATRUS - ジプシーソング (Offical Video)

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】 

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日11:43
AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3月8日 
それは今年の秋から始まる。

「あれ？あのひと、なんで？いつから更新してないの？」

次の週は自分だよ。

そういう時期なの。

とくに、この秋から始まる食糧難はハンパでない。

「食べものがない？」「あ！汚染食品が安い！」

スグだよ。みんなヒラキなおって。

で、倒れちまう。バタバタとな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日12:15

AKIRA 2024さんがリツイート 
とっとりん @hibakukihi · 22時間22時間前 
口蹄疫だから、新型インフルだからと殺されていった家畜たちが、自分たちとダブる。

http://george743.blog39.fc2.com/blog-entry-1417.html
https://www.youtube.com/watch?v=hti-Areh01Y
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月27日12:35
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（８月28日）　考えながら行動するしかない。立ち止まって考えてる余裕はない。

http://85358.diarynote.jp/201508280859293845/

フクイチ核惨事／偶発的に何度でも臨界して蒸

気を吹き上げる／クレーンが倒壊したけれど、

ニュースにならないのねｗ

2015年8月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=jM9WAnOgEPA
クロノトリガー ピアノ神曲メドレー / CHRONO TRIGGER PIANO
【ゲーム音楽/作業用BGM】 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 分4 分前 
箱根　大湧谷

8月28日：噴気の量が多い。全体的にグレーの噴気。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637043784451158016/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1 時間1 時間前 
九州電力によると、28日6時現在、台風15号の影響で、福岡県・熊本県・鹿児島県で停
電が発生しています。

■影響地域

福岡県・熊本県・鹿児島県：約8900軒
◆九州電力

http://www.kyuden.co.jp/emergency/pc/kyusyu.html …

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
濃霧注意報 
最終発表時刻：2015-08-27 22:52 
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https://twitter.com/cmk2wl/status/636934381769089024/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
北茨城は福島県よりも汚染が酷い場所がある

福島原発が４基爆発した直後の「雨」が原因。上空に舞っていた高濃度のプルームが

、ちょうど、あのあたりに雨で叩き落とされた。その後の雨でも断続的に、千葉県の

柏市〜松戸〜東葛の地上に落とされた

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
2015年8月27日18時〜22時@TEPCO_Nuclear F1
ライブカメラに細工があるな。

地下から閃光して昇る蒸気を上から垂れる水滴でゴマカシ

http://www.youtube.com/watch?v=hgUmhvTYHys …
排気塔の揺れも判りにくくされてる。

http://www.youtube.com/watch?v=xX3ImfyC68w …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
備後太郎 @sp9bingotarou · 11 時間11 時間前 
@ST0NES ライブカメラも長時間ご臨終状態でした。
https://twitter.com/sp9bingotarou/status/636723750533132288/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
あれだよ。クレーンがブッ壊れるどころか

http://twitter.com/ST0NES/status/636875099971428353 …
福島第一原発なんて地名で呼びあって

他の地域には関係ない事故として意識させる策略も定着させられ

実は何もかも海に沈んでて

今はも建屋も全部、張子の模型なんじゃないのか？@Plutokun_Bot

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
しょっちゅうブッ壊れてるわけだ。@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/636873103579066368 …
で、いま現在のF1。
この1号機側と4号機のカメラ映像は、どうしてこんなに違う？
http://www.youtube.com/watch?v=VmAQ4u_y5J8 …
http://www.youtube.com/watch?v=TICdJIcNcYA …

http://www.youtube.com/watch?v=hgUmhvTYHys
http://www.youtube.com/watch?v=xX3ImfyC68w
https://twitter.com/sp9bingotarou/status/636723750533132288/photo/1
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http://www.youtube.com/watch?v=TICdJIcNcYA


cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
ぶくいちライブカメラ…。今夜も湿度が上昇するでしょう。
石巻、小名浜、銚子等、まだ100パーセントではありませんが湿度が上昇してきてます
。

偶発的に何度でも臨界して蒸気を吹き上げるでしょう。

https://twitter.com/cmk2wl/status/636868465958084609/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
これなんかもスゴイですよね。2013年9月5日
#3号機 でクレーンのアーム折れる
福島第1原発@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=J_SA3G1X7F4 …
ボキッ！と逝っちゃってるもんね。

鹿島建設さんに謝ったのかな？

http://twitter.com/ST0NES/status/636869861491130368 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
失礼しました。朝8時28分までの録画がない。
2015.08.27_01.23〜？〜08.28
http://www.youtube.com/watch?v=z3wuE81Q2PY …
http://www.youtube.com/watch?v=igubMA_NfbQ …
つまり、この魔の7時間が東電側が慌ててクレーンを治していた時間？@sp9bingotarou

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 12時間12時間前 
復活するのだ！逆回しだったりしないのか？なのだ！RT @sp9bingotarou: @ST0NES
クレーン復活劇！？（ご臨終でもなかったのか）→（1：10頃より
）https://www.youtube.com/watch?v=awCRBpAo3Ac …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
午前11時すぎ。1号機側の録画でも同じようなタイミングで立ち直ってますね。
http://www.youtube.com/watch?v=8Q7lUl-DXvA&t=2m11s …
不可解なのは深夜1時23分〜朝8時23分までの録画がないんです。@sp9bingotarou
クレーン復活劇！?
http://www.youtube.com/watch?v=awCRBpAo3Ac&t=1m13s …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
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JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 14時間14時間前 
もうどうしようもない

2015.8.27
19:11 
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/636843811495251968/photo/1

Minoru Ichinose @ichiyan2 · 14時間14時間前 
フクイチ。クレーンが倒壊したけれど、ニュースにならないのねｗ 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 22時間22時間前 
九州電力によると、27日09:00現在、鹿児島県・熊本県・福岡県で停電が発生してい
ます。

■影響地域

鹿児島県・熊本県・福岡県：約50750軒
台風15号の影響に伴う停電状況について 
http://www.kyuden.co.jp/emergency/pc/kyusyu.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
備後太郎 @sp9bingotarou · 15時間15時間前 
@ST0NES クレーン復活劇！？（ご臨終でもなかったのか）→（1：10頃より
）https://www.youtube.com/watch?v=awCRBpAo3Ac …

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
ふくいちライブカメラ。状態が悪化しています。

動画キャプチャーソフトを使って 32倍速、64倍速等で見ると、下（地面）から湧き上
がる蒸気だと完全にわかります。

https://twitter.com/cmk2wl/status/636749298328166400/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
備後太郎 @sp9bingotarou · 22時間22時間前 
@ST0NES @TEPCO_Nuclear ライブカメラもご臨終？ 
https://twitter.com/sp9bingotarou/status/636723750533132288/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月25日 
08月26日 07時51分
震源地（日向灘・マグニチュード5.2　震度4）
7月から地震が増えてる震源域。南海トラフ沿い。→

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/636843811495251968/photo/1
http://www.kyuden.co.jp/emergency/pc/kyusyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=awCRBpAo3Ac
https://twitter.com/cmk2wl/status/636749298328166400/photo/1
https://twitter.com/sp9bingotarou/status/636723750533132288/photo/1


（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628542499695411200 …）

marron_mkpro216 @mkpro216 · 9時間9時間前 
〔フクイチ核惨事　放射能海洋汚染〕◆　米西海岸、カリフォルニア沿岸の赤ちゃん

アザラシ、白血病関連（前骨髄球性白血病）で死亡　サンフランシスコ海洋生物セ

ンターの死亡例の３分の１以上が犠牲に　★　フクイチ・ストロンチウム海洋プルー

ムに… http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-c725.html …

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 9時間9時間前 
@cmk2wl そうなんですよね、「皮膚が人体で最大の臓器」というのはホメオパシーに
必ず出てくる言葉です。こうした当たり前のことを、日本の医師の殆どから聞こえて

こないのが不思議です。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
子供の甲状腺異常。ネットの書き込みでも、今年になってから、ひどい状態ですよね

。チェルノブイリでは事故当時、まだ幼かった子供が１８才ぐらいになってから、甲

状腺疾患を発症してますよね。 RT"@GoodBye_Nuclear 北茨城市、子どもの甲状腺が
ん３人　#報道ステーション

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
福島原発事故によって、飛行機のパイロットや乗客に前例がないほどの心臓発作の増

加をもたらしているというサイトがあった。

本当だろうね。高空に滞留している放射性物質。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cazman @tumaMo · 7 時間7 時間前 
考えながら行動するしかない。立ち止まって考えてる余裕はない。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/628542499695411200
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/08/post-c725.html


（８月29日）　ワールズエンド・エルシャダイ。

http://85358.diarynote.jp/201508290729254169/

福島県下ガン発症率６１倍に上昇。磁気嵐、継続。8月30日は彗
星近日点通過日で満月。福島県沿岸は８月２９日から９月５日に

満潮の潮位が高くなるため浸水や冠水のおそれがあり。

2015年8月29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 · 20時間20時間前 
【福島県 潮位情報 2015年08月28日 11:11】
福島県の沿岸では８月２９日から９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。

https://www.youtube.com/watch?v=LhDgtcJQ0Sk
David Garret - " MUSIC" violin 

ピーチはかせ @DoctorPeach777 · 1分1分前 
磁気嵐、まだ継続してます。 
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特務機関NERV @UN_NERV · 48 分48 分前 
【愛知県 警報情報 2015年08月29日 06:33】
西部では、２９日朝まで土砂災害に警戒してください。愛知県では、２９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。

［尾張東部］大雨・洪水

［尾張西部］大雨・洪水

［西三河北西部］大雨

［東三河南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【岐阜 境川が氾濫危険水位超える】
岐阜県によりますと、岐阜市や各務原市などを流れる境川は、午前4時10分、川の水が
堤防を超えてあふれ出すおそれがある「氾濫危険水位」を超えました。

http://nerv.link/5Afs1T

宇宙天気ニュース @swnews · 3 時間3 時間前 
[速報] M2.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、8月29日04:03 JST (28
日19:03 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

ネットサポート @techuzie · 4時間4時間前 
【地磁気】08月29日03時：Kp=5-で【小さな磁気嵐】が発生中(11年に1700回程度）★
送電網で小さな電圧変動・高緯度地域でオーロラの可能性 http://ow.ly/H5TBJ

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
2015年08月28日と29日の　千葉県銚子の湿度。
ほぼ100パーセントで連続しています。
観測史上例がない高湿度の連続。

溶け落ちた核燃料「溶融デブリ」が水にふれて水蒸気を出しているのです。

BOPPO @Boppo2011 · 7時間7時間前 
はい、コロナホールによる磁気嵐は息が長いので

磁気エネルギー面から見ても、要注意ですね

磁気嵐G1レベル(Kp=5)以上が丸2日も継続中です
M6+早ければ24h以内、遅くとも数日内の可能性大
@cole0000 
https://twitter.com/Boppo2011/status/637288247358427136/photo/1
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AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
なんじゃこりゃー

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/637270374074355712/photo/1
http://inventsolitude.sblo.jp/article/162365849.html …
2015年08月27日
千葉3区　市原市、千葉市緑区にお住まいの方　ご注意を　死亡数急増傾向です

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
町田市が福島茨城を抑えてワースト1の衝撃
東京23町田市
神奈川5戸塚区
茨城4ひたちなか市
神奈川6保土ケ谷区
静岡1葵区
福島4会津若松
茨城5日立市
福島1福島市
千葉3市原市
福島5いわき市
千葉8柏市 http://inventsolitude.sblo.jp/article/161883210.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M2.2 の中規模フレアとなり、X線強度は、8月28日22:16
JST (28日13:16 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9時間9時間前 
“@aomorinotanuki: 赤富士でも始まったか？
https://twitter.com/murataofumisan/status/637216157703864320 …”
とっくに始まってます。

フクイチで紫色が発見されたのは7/4
犬吠埼はその後しばらく続いた。

原発爆発直後も空が紫〜ピンク 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
8月28日20時07分

https://twitter.com/akira_pt4ever/status/637270374074355712/photo/1
http://inventsolitude.sblo.jp/article/162365849.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/161883210.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/murataofumisan/status/637216157703864320


桜島：小規模噴火。今日は午後から３回、噴いてる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637233954513252353/photo/1

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 
Yahoo!メール @YahooJPMail · 10 時間10 時間前 
一部のお客様におきましてYahoo!メールにアクセスできない事象が発生しておりまし
たが、8/28 20:00頃復旧いたしました。ご迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび
申しあげます。今後再発防止とサービス安定化につとめてまいります。

http://whatsnew.mail.yahoo.co.jp/20150828m.html

AKIRA 2024さんがリツイート 
しき @shiki_wanko · 11時間11時間前 
最近すごく多いんだよなぁ。ここ2、3ヶ月で20匹くらいは通勤中に亡くなってる動物
見てる

片岡龍峰 @ryuhokataoka · 12時間12時間前 
まだ磁気嵐が続いています。記録的に長いことずっと南向き磁場が続いていて面

白い、、 http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=116869 … 
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/637207390866173953/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
リアルタイムのアメダスで見ると、既に風は関東方面にふれています。

8月 28日 16時 00分　要注意。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/637203528809754624/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
あいばら @mtk_san · 13時間13時間前 
始業式でばったばた人が倒れて恐ろしかった。校長こわい...

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
これから関東、東海、中部の太平洋岸に東電福島原発からの風が行きます。

スイス拡散予報 一段目（添付は二段目）の動画とNOAAの予報にはズレがありますが
、注意が必要です。 

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
千葉 銚子　
湿度100パーセントが連続しています。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637233954513252353/photo/1
http://whatsnew.mail.yahoo.co.jp/20150828m.html
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=116869
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/637207390866173953/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/637203528809754624/photo/1


https://twitter.com/cmk2wl/status/637187071753367552/photo/1

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 
Yahoo!メール @YahooJPMail · 17時間17時間前 
【14時00分時点】10時20分頃より、一部のお客様におきましてYahoo!メールにアクセ
スできないという事象が発生しております。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが

、復旧までいましばらくお待ちください。お客様にはご迷惑をおかけいたしており、

大変申し訳ございません。

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 
NHKニュース @nhk_news · 18時間18時間前 
ヤフーメールでシステムのトラブル http://nhk.jp/N4Kx4HXx #nhk_news

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【東北地方 気象情報 2015年08月28日 13:32】
東北地方では、８月１１日頃から、東北南部を中心に日照時間の少ない状態が続いて

います。この状態は、今後２週間程度は続く見込みです。農作物の管理等に十分注意

してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
久々に噴煙

8月28日10時：気象庁発表　「鹿児島県：口永良部島では、火山活動の高まった状態が
継続しています。今後も、5月29日と同程度の噴火が発生する可能性があります。

芝ねこ @chidondon · 19時間19時間前 
黒点数更新されました。46でした。
っで…またすっごくグラフ荒れてます。
太陽風が原因のようです。また、地磁気嵐も発生し、継続中です。

こりゃ8月30日を前に感じ悪いです。
8月30日は彗星近日点通過日で満月です。
つなげといた方がよいのかなぁ(T_T)

ぜろすぺ〜す 0@space0 · 19時間19時間前 
ここ数日のオーロラ出現は太陽面右下の黒点群(2403)のG2磁気嵐によるもの
。http://1.usa.gov/1kRlVDY 
https://twitter.com/0space0/status/637102509958410240/photo/1

https://twitter.com/cmk2wl/status/637187071753367552/photo/1
http://nhk.jp/N4Kx4HXx
http://1.usa.gov/1kRlVDY
https://twitter.com/0space0/status/637102509958410240/photo/1


宇宙天気ニュース @swnews · 19時間19時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりと、磁気圏活動の高まりが続いています。M2.9の中規模フ
レアが起きました。 http://swnews.jp #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
2015年08月28日　銚子(チョウシ)
湿度100パーセントになりました。
https://twitter.com/cmk2wl/status/637097510121553921/photo/1

片岡龍峰 @ryuhokataoka · 22時間22時間前 
まだ磁気嵐が発生中です。水面にうつるオーロラきれい

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=116808 … 
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/637052493390700544/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
箱根　大湧谷

8月28日：噴気の量が多い。全体的にグレーの噴気。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637043784451158016/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=DOW1A37Wr_I
ワールズエンド・エルシャダイ -Full ver.- 【PV】 

AMARI SIRIUSの愛の戦士たち @ilovejesus12122 · 2 時間2 時間前 
先日の天津での大爆発で日本への悪影響を騒いだ《放射線量アカウント》はフクイチ

による中国へのご迷惑は考えていないらしい。ブロックして頂いて結構だ。

日本人はそこまで人でなしの無学。倫理って言葉も習っていないようで残念の極みで

ある。 
https://twitter.com/ilovejesus12122/status/637351202221494272/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
武田　政樹@IoTとか @tamanyo · 5時間5時間前 � 沖縄県 豊見城市 
彼らがそういう真実を一所懸命にデマだ、と言うのはやはり直近の利益、生活という

話と、死にゆくガン患者に本当の事を伝えない、優しい嘘、の2面があるのは間違いな
いんだろう。だから、なんでうちらが必死に嘘ついてるのに外部のお前が本当の事を

伝えるんだ！と言ってなじる事になる。

http://swnews.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/637097510121553921/photo/1
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=116808
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/637052493390700544/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/637043784451158016/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=DOW1A37Wr_I
https://twitter.com/ilovejesus12122/status/637351202221494272/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
小夜子909 @sayoko909 · 7時間7時間前 
たぶん、自由に出られなくなる日が来る。

AKIRA 2024さんがリツイート 
つばき＠これ以上頑張れません @tsubaki131 · 11時間11時間前 
放射能を警戒してねー医療従事者が、目の前でバタバタど体調不良で欠勤・休憩して

いる。今度はＤｒだ。嘔吐下痢だって。途中点滴しながら仕事。同じ部署のナースは

咳込みがひどくて多数の薬を内服中。空気がわりーなって思うごどもあるげんとそれ

だげでねーど思うど。見えねーものほど危険だど。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
「友人の酪農家は自殺しました。情けなかったです。彼は『原発さえなければ』とい

う文字を残しています。彼には七歳と五歳の子供がおりました」飯館村の酪農家 長谷
川健一

NHKディレクター佐々木英基 ”核の難民” NHK出版

AKIRA 2024さんがリツイート 
Yasu @noosa_noosa · 8月27日 
鳥取県で特別許可されたという、安倍家専用「大麻　マリファナ」栽培　　

陰陽師の儀式様に使うとか、ゾロアスター教みたいね、麻薬幻覚宗教。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 7月1日 
原発テロは防げない。

USBに収めた原発テロ用Stuxnet Virusで、原発制御室のコンピュータに感染させるだ
けだ。格納容器や炉心冷却システムの異常に感応して起動したStuxnetがメルトダウン
へと一直線に向かわせる。福島311は地震がトリガーとなって起こされたテロだった。

bit.さんがコワレタのか、
世界が壊れているのか、不明。

（－－；）

AKIRA 2024さんがリツイート 



JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8月26日 
311の犯人はだれなんだ

AKIRA 2024さんがリツイート 
otenkimame @osiete_tukachan · 5月28日 
「私は政府を許すことができない、彼らは殺人者だ。これは間違いなくホロコー

スト」by国立癌研究センター長
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303824&g=132108 …
福島県下で【ガンの発症率が６１倍】に上昇 
https://twitter.com/nusubito_hana/status/598082202031665152/photo/1
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