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（９月１日）　それは昨日の通勤途上の話。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201509011504238816/

《 天国への昇降機 》…？
2015年9月1日 恋愛 コメント (2)
　

　

それは昨日の通勤途上の話。（＾＾；）

バイト先の昇りのエレベーターの、ドアが開いた瞬間、

「…ここ、天国…？」と思う光景が眼前に…

…|||| ！（＠◇＠；）！ ||||…

いやマジで…！ｗ

「お迎えの守護天使」がツイで来て、不肖ワタクシ、このまま昇降機で昇天？

（心筋梗塞で即死とか？）するのかと…ｗｗ

まじで、一瞬の脳内走馬灯が妄想爆走して、カタマッテおりました…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=JMBCXdPmZko
エンヤ　＊エンジェルス＊　天使の賛美歌 

（…まぁどんなふうに天国…というか「両手に花？」…だったかは、同乗者の迷惑になるかと思
うので詳述を差し控えます…

　画像を見て、想像して笑って下さい…ｗｗｗ）

http://movie.walkerplus.com/mv16248/
天国への階段
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https://www.youtube.com/watch?v=QmSl4Sn7O3c
The Heroic Legend of Arslan - 告死天使 II - 30 

そういえば、どっちもまだ観てない…☆

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=I-RLYHxSb7U
ネコから小鹿を護るために通りかかった犬をボコボコにする母鹿 

…エルさん怖…ッｗｗｗ
 
 
 
    
 

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15:26
 
…もふったりしたら、あとがこわいよな、ぜったい…ｗｗｗ
　

 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日19:06
 
…もふりたい！

…もふりたいぞ…ッ！！！ｗ
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（９月１日）　待望の自転車来ました！

http://85358.diarynote.jp/201509011056589920/

9月1日の日記
2015年9月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=83VoWltZdus
Ryuichi Sakamoto - Royal Space Force Main Theme 

あらためまして、おはようございます。

１０：０３になっちゃいました。

バイトは休み。２連休の初日。

朝６時起きして洗濯と入浴を済ませまして二度寝済。

自転車の配達を待ちながらの机事タイムでございます…。

１０：２０頃に待望の自転車来ました！

！（＾ｏ＾）！

午後から組み立て点検して、試乗がてら不要本売却と買い出し回りの予定。

お天気最高！…すぎて、

「日光が痛い」…||||（＠＠；）||||…

まずは情報チェックします…。

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09月01日（火）【当日】
01:00 0.041 0.040 0.041 6 
02:00 0.041 0.040 0.041 6 

http://85358.diarynote.jp/201509011056589920/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=83VoWltZdus


03:00 0.041 0.040 0.041 6 
04:00 0.041 0.040 0.041 6 
05:00 0.041 0.040 0.041 6 
06:00 0.041 0.041 0.041 6 
07:00 0.042 0.041 0.041 6 
08:00 0.041 0.041 0.041 6 
09:00 0.041 0.040 0.041 6

ついでに。
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＞http://42367.diarynote.jp/201009010743197976
ｗｗｗｗｗｗｗ　
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（９月１日）

http://85358.diarynote.jp/201509011158315657/

来るかな、【三重津波】災害…
2015年9月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

来るかな、【三重津波】災害…
…（－－；）…

http://85358.diarynote.jp/201502231230205776/
【警戒！】「津軽海峡〜陸奥湾・函館／二重津波」予想震源。

2015年2月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

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

地震マップ @eq_map · 7 分7 分前 
【M3.6】択捉島近海 深さ157.1km 2015/09/01 11:03:58
(G)http://j.mp/1ifhWUS (アニメ)http://j.mp/1NJFRsm

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
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【最大震度1】(気象庁発表) 陸奥湾 深さ約10km M2.4 1日09時22分頃発生 
(G)http://j.mp/1if8mRJ (気象庁)http://j.mp/1Ko9382

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ48.6km 2015/09/01 08:52:40 http://j.mp/1Ko6xyp

宇宙天気ニュース @swnews · 2 時間2 時間前 
[記事] 太陽風はやや低速になり、磁気圏も穏やかです。 http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.4】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 295.1km 2015/09/01 06:54:14
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1X7Byu6 (USGS)http://j.mp/1EtW6GV

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ51.1km 2015/09/01 05:50:20 http://j.mp/1JxDoNP

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ42.1km 2015/09/01 01:10:58 http://j.mp/1Izhrd7

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.3】根室半島沖 深さ38.1km 2015/08/31 23:57:10
(G)http://j.mp/1KXb9WJ (アニメ)http://j.mp/1KXb8lF

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 苫前町 
【M2.8】留萌地方 深さ243.1km 2015/08/31 13:15:24
(G)http://j.mp/1JrkZ2T (Y)http://j.mp/1LNckh2

地震マップ @eq_map · 8月31日 
◆◆緊急地震速報(最終第7報)◆◆【M4.4】日本海北部 深さ400km 2015/08/31
10:53:31発生 最大予測震度不明 http://j.mp/1N3u3RK 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
08月31日 10時53分
震源地（SEA OF JAPAN：日本海・マグニチュード5.5：深さ397.3km）深発地震。（
北緯42.120度、 東経135.849度）
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https://www.youtube.com/watch?v=HqFCgm-ybaI
はなわ ちえ　「津軽じょんがら節」　独奏♪ 

 
     
 

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12:16
０５２

３４

３４。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日15:45
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月31日 
31日06時59分
震源地：上川地方南部（十勝岳から5kmが震源）震源の深さはごく浅い、マグニチュード2.6の
地震。気象庁（http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150831070241395-310659.html …）

8月中旬、大量の噴煙を上げる十勝岳。噴火警戒レベル１
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（９月１日）　⇒糖尿病、過激なダイエット。

http://85358.diarynote.jp/201509010627223542/

白斑。(∋_∈)
2015年9月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
朝っぱらからお見苦しい写真ですいません。

（＾＾；）

軽井沢で外部被曝量の多かった左下脚の数ヶ所に、嫌な白斑が…

（；‾Д‾）

じわじわ出てますね、

被曝症状が…

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade

https://twitter.com/nioibyouki
体臭で分かる体の病気 @nioibyouki

…とりあえず、「かすかだけど美味しそうな、オーガニック有塩バターの匂い」…？ 

ｗ（＾◇＾；）ｗ

 
     
 

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9月1日19:10
体臭で分かる体の病気 @nioibyouki · 6時間6時間前 
炊きたてのご飯のニオイ

⇒自律神経失調症

体臭で分かる体の病気 @nioibyouki · 8月26日 
焼き立てのパンのようなにおい

⇒腸チフス

体臭で分かる体の病気 @nioibyouki · 12時間12時間前 
口臭が甘酸っぱい　

…||||あ（＾＾；）れ||||…？？
⇒糖尿病、過激なダイエット

http://85358.diarynote.jp/
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（９月１日）　「自分が大きな力で動かされているんだという自覚がないと道を誤って
しまう。」

http://85358.diarynote.jp/201509011626203480/

今度はキリン死ぬ 札幌・円山動物園／被曝で脳神経を遣られて／
中枢障害だな。予防接種を拒んだ人たちは罹らなかった。

2015年9月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

あらためまして、こんにちは。１５：３４です。

何故かまだ自転車に手をつけていないのは、久しぶりに気温２８℃と、暑すぎて外出する気にな

れない、直射日光の強さのせいですね…（－－；）…☆

それにしても、この連日の【天雷神罰】の凄愴さ、すごいね…

https://www.youtube.com/watch?v=JgNJHWKnA-0
【吹奏楽】交響的詩曲「地獄変」〜良香の思い出 

かず- @kzooooo · 13 分13 分前 
全部､安倍晋三の責任なんだよ｡あいつのせいでフクイチはどうしようも無くなったし､

今度は戦争かよ！あいつは人類の敵なんだよ！

AKIRA @AKIRA23150220 · 17 分17 分前 
AKIRAさんがリツイートしました ♡えりりん♡
東京を覆い尽くす黒カビの正体は、放射能性物資を餌に繁殖する黒カビです。この胞

子を吸い込むと胞子が肺に吸着し、致命的な内部被曝となります。

http://on-the-japanese-beach.blog.eonet.jp/.s/default/2012/08/post-87f8.html …
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-324.html …

AKIRA @AKIRA23150220 · 30分30分前 
F1から連日噴出する高濃度放射能性水蒸気が降り注ぎ、それを餌に黒カビがいたると
ころに繁殖し、水道水までもが放射能汚染されてしまった首都圏は人間の生存が不可

能な地域である。

人間の生存に必須な空気、水、食料が放射能によって汚染されてしまった事実は、明

白である。

AKIRA @AKIRA23150220 · 41分41分前 
放射能性物資を餌する黒カビにとって放射能性水蒸気が降り注ぐ

高温多湿の首都圏は繁殖に絶好の環境である。

この黒カビの胞子を吸い込むと肺に吸着し致命的な内部被曝となる。

まさに、宮崎駿のアニメ「風の谷のナウシカ」の世界だ。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-324.html …

AKIRA @AKIRA23150220 · 1時間1時間前 
AKIRAさんがリツイートしました ♡えりりん♡
F1から連日、噴出する放射性水蒸気を餌に繁殖する生物がある。
黒カビだ。

連日の湿度100%。放射性物資を含んだ水蒸気による高音多湿の環境でこの黒カビは異
常に繁殖する。

http://on-the-japanese-beach.blog.eonet.jp/.s/default/2012/08/post-87f8.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
09月01日 13時49分
震源地：駿河湾南方沖（マグニチュード 3.0　深さ24.1km）の地震。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638577985713385472/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
パチック @dnanoca · 2 時間2 時間前 
キッチンの浄水器にPM1703GNくっつけたらアラーム鳴ってワロタ（γスペクトル見て

みよう）線量高いのですぐ見えるでしょうね。0.25μSv/hだってさ。さすがにCsじゃな
いよね。 
https://twitter.com/dnanoca/status/638577394815647744/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 3時間3時間前 
現在、GDP 世界第1位の中国が関東東北圏の1都9県から食料品、飼料等の輸入禁止を
しているが、

今回の、この中国の動きは全世界に波及するだろう。

http://www.focus-asia.com/socioeconomy/photonews/426820/ … 
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/638583789816410113/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 3時間3時間前 
AKIRA 2024さんがリツイートしました ☆かおりのすけ☆
雷のような轟音

11:20 20秒間 世田谷と杉並の境、多摩、鶴見
https://twitter.com/nobu_akiyama/status/638544445088989184 …
平塚、横浜、川崎、多摩、東京、埼玉南

https://twitter.com/shibufusky/status/638541622477631488 …
横浜 新宿 

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 SIRIUSの愛の戦士たち��
名無し：09/01 12:25
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lovejesus12122
フクイチ直後に岩手までボランティアに通った仲間は恐らく急性白血病だった。医師

を紹介すると言っている矢先に全身、血だらけで逝去した。あいつの命はなんだった

んだ！

AKIRA 2024さんがリツイート 
Nemesis 脱被曝 @zodiac0088 · 3時間3時間前 
新学期になって、小6の息子のクラスはほとんどがメガネっ子になってしまったらしい
。男子では息子ともう１人を除いて全員メガネ。

親達は子どもの視力に気を使わないのかなぁ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：09/01 12:18
kican314
いわき市の眼科医が、眼の病気が増えていると話している。白内障だけじゃなく、網

膜剥離から失明に至る人が多いとのこと。加齢の進行が早くなっているね。福島県は

定期的な疾病調査を2011年は混乱を理由に行っていない。…

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 4時間4時間前 
"tajif1995: 妹が突然気絶するらしくて、今日もアウトレットで気絶して救急車呼ばれそ
うになったとかでお兄ちゃん不安だけど、この妹は実の妹の話な"
#気絶線
#遷移線
実の話…

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
スーパーにダンボールをカットして展示してある ”熊本県産” の梨。
ほんとかな？とダンボールを持ち上げてみると、”JAほくさい” つまり埼玉。
店員にとって意味がないから、なんでもそこいらにあるタグをつけるんだろうね。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：09/01 11:39
単発の雷って珍しいのか？

名無し：09/01 11:40
さっきのドデカイ１発びっくらこいたよ

名無し：09/01 11:41
気象スレで爆発じゃ無いかって話になってる

名無し：09/01 11:43
神奈川湘南地区だがさっき爆発音聞こえたな

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 
[記事] 太陽風はやや低速になり、磁気圏も穏やかです。 http://swnews.jp #swnews

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：2015/09/01(火) 08:56 ID:XXXXXXXX
北九州のメッキ工場で爆発だってさ

#参考 アルミメッキ工場で爆発煙上がるｏ北九州市 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20150901-00050021-yom-soci …

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
除湿機使ってるから、

わかるんですが、

5リッターのタンクが
2日掛からないで
満タンになるんですよ。

密室で、エアコンや除湿機使ってないと

トリチウ霧もろ吸いこんでる 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9時間9時間前 
今日の犬吠埼 9/1 7:38 濃霧 8/28〜の紫色が継続
ライブカメラ http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/638481653879410689/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
はまじは明日ログアウト @tadano_akaunt · 10時間10時間前 
なぁ今電車だけどみんな寝てるくそおもろい1人で吹きそう

AKIRA 2024さんがリツイート 
尾崎清之輔＠新時代の幕開けに向けて @LiberalArtsBA · 14時間14時間前 
尾崎清之輔＠新時代の幕開けに向けてさんがリツイートしました Mペッコ
もしかしたら被曝で脳神経を遣られてしまい、「被曝」という言葉も意味も、その方

々の頭の「辞書」から消えてしまったのかもしれない…と真面目に思ふ。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Update: Earthquakes @Earthquake_rt · 16時間16時間前 
Update: Earthquakesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
RT Earthquake_rt: なんだ！この群発地震は？静岡県西部 
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=443 …
2015年8月24日の神奈川の複合テロは
#浜岡原発 ブッ壊す合図だったのか？予測どおり？
http://twitter.com/ST0NES/status/635778064421511169 …
Pluto…

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
甲状腺疾患の患者数で鍔迫り合いをさせられていたら、他の病気が隠蔽されるんだよ

？

どの病気も激増しているのに、一般の人はそれに気がつかない。

自分の病気の原因がわかってない。

そういったスピンに気がついてないのなら、他のことでもコントロールされる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 18時間18時間前 
被曝・高齢者に大要注意かもしれない。買い物中、いきなり知らない老人が怒ってき

て怖い思いをした。通路、狭いんだからそばを通りすぎるのは、しかたないだろうに

。つか、それぐらいで、体もぶつかってもいないのに、いきなりぶちギレてくるとか

http://swnews.jp/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150901-00050021-yom-soci
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/638481653879410689/photo/1
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=443
http://twitter.com/ST0NES/status/635778064421511169


。つか、それぐらいで、体もぶつかってもいないのに、いきなりぶちギレてくるとか

、ボケ老人が増殖してるのだろうか。中枢障害だな。

AKIRA 2024さんがリツイート 
あづま山人 @nuke_cs137 · 18時間18時間前 
３．１６…異変はお昼に起きた。常にモニターしていた「茨城県の放射線量の状況」
の更新が止まったのだ。嫌な予感どおり、北茨城で11:40に15μSv/hを記録したことが
午後になって判明する。14日のピークの約3倍の線量率だ。
http://www.aist-riss.jp/column/1461/ 　岸本　充生氏

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 18時間18時間前 
このところ屋外が電磁波つよい感じに伴い、

2015年8月11日の、#川内原発 フェイント再稼働あってから
#高知県 ヘンだ。http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E9%AB%98%E7%9F%A5+OR+%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C+OR+%23%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C+OR+%E5%9C%9F%E4%BD%90+OR+%E5%9B%9B%E5%9B%BD&src=realtime=default&f=tweets
…
狙われてるな。汚染の低い食糧生産地域を破壊する気か？@nhk_news
高知 室戸の突風「竜巻の可能性高い」？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 19時間19時間前 
震源の深さは７回とも約10kmとある
　http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
knznymmmy @knznymmmy · 19時間19時間前 
これか　小数点以下第三位とか

どの程度まで誤差があるのか

わかんないけど

浜岡直下　地下10キロで
ズンドコ発生中 
https://twitter.com/knznymmmy/status/638339024156012545/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
asuka @asuka_250 · 19時間19時間前 
日本の汚染地帯は住む場所の日本人によってバラバラな考えがある。また日本政府な

どの発表は全てデタラメだ。外国人は日本全体が猛烈に汚染されたと考えてる。日本

のマスコミは全て隠ぺいしている。真実は外国からニュースのみとなっている様子だ

。被爆 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 19時間19時間前 
『首都圏のある恐ろしい真実〜見たくない人は見ないでね。』

⇒ http://ameblo.jp/64152966/entry-12067882070.html …
ベラルーシ〜体内汚染　50Bq/kg　で・・・
２７年後・・・　現在生きている子はほとんどいない。

日本は、推定７０００Bq/Kg　なんですが・・・

AKIRA 2024さんがリツイート 
もりんが @moringa9834 · 22時間22時間前 
@kaminarinari @snoopymaygon @carapowa1 この雨やばい！に１票。私も雨が降っ
ていた午前中は体がふらふら、めまいがひどくてまっすぐ歩けませんでした。昼頃雨

が上がって山々が見えてきたら、急に体が楽に。。今は空気もきれいになって元気が

戻りました

AKIRA @AKIRA23150220 · 23時間23時間前 
AKIRAさんがリツイートしました rbodpr
新宿？

この放射線量は、チェルノブイリでは人が絶対に入ってはいけない所です。

平気で人が歩いている事が信じられない。

AKIRA @AKIRA23150220 · 24時間24時間前 
F1事故当時、友達作戦で乗組員が被曝をした空母ロナルドレーガンが再び横須賀基地
に入港する。しかも、最新鋭ミサイル巡洋艦チャンセラーズビルを携えてだ。何かを

感じます。

横須賀エリアには合計14隻の米国艦が展開することになる。 

AKIRA @AKIRA23150220 · 24時間24時間前 
これで、米国海軍、最新鋭艦隊が横須賀に集結している意味も分かって来た。

旗艦の原子力空母ロナルド・レーガンは9月13日に入港する。 

AKIRA @AKIRA23150220 · 24時間24時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 竹内 康正　Y. Takeuchi
F1から連日、噴出する大量の放射性水蒸気が、食料品の輸入禁止を決めた1都11県に降
り注いでいるという科学的根拠を気象衛星「風雲」と世界第1位のスパコン「天河二号
」を使って中国は証明したという事だろう。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8月31日 
AKIRAさんがリツイートしました 竹内 康正　Y. Takeuchi
F1から連日、大量に噴出する放射性水蒸気が収束の目処が立つどころか、日々悪化し
ている事を独自の気象衛星「風雲」を持つ中国は手に取る様に分かっている。まして

スパコン性能、世界第1位の「天河二号」を有する解析力は日本は足元にも及ばない。

https://www.youtube.com/watch?v=TT_sWZCeVwQ
イーノックが転げ落ちたようだが大丈夫か？ 

AKIRA @AKIRA23150220 · 8月31日 
AKIRAさんがリツイートしました 飯山一郎
つくば市の病院で来院する患者さんの9割が膵臓機能に不良が出ているらしい。放射性
水蒸気が原因である事は、ほぼ間違いないだろう。

AKIRA 2024さんがリツイート 
９ちゃん 9@chaaaan · 8月30日 
『胸にできた座りダコが細菌に汚染されたために抗生剤を塗ったが・・・』

動物たちも、確実に免疫が衰えているんだよ。

今度はキリン死ぬ 札幌・円山動物園、相次ぐ動物の死（朝日新聞デジタル） -

http://www.aist-riss.jp/column/1461/
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E9%AB%98%E7%9F%A5+OR+%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C+OR+%23%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C+OR+%E5%9C%9F%E4%BD%90+OR+%E5%9B%9B%E5%9B%BD&src=realtime=default&f=tweets
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://twitter.com/knznymmmy/status/638339024156012545/photo/1
http://ameblo.jp/64152966/entry-12067882070.html
https://www.youtube.com/watch?v=TT_sWZCeVwQ


Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150831-00000009-asahi-soci …

AKIRA 2024さんがリツイート 
kuromaru 84@guchi · 8月30日 
もう異常ですね RT @mamy888: 日本、なんかおかしい… RT @oimatu07: こんなブラ
ックジョークを美談と語れるか！？

【福一原発】から９㎞の居住制限区域内に「野菜工場」 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=304856&g=132107 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 8月30日 
しらない　しろうとしない　みてもいみがわからない　@mandalingo284
@momoa_mjlove @Toru_Nan 
https://twitter.com/kurieight/status/637807434287853568/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
幸太郎@たこ焼きまんとまん @highmonkey1987 · 8月26日 
線路で人が寝てるとか 最強やろ。
さすが東京。 なんでもあり。

cmk2wlさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8月26日 
@molinozankyou @cmk2wl 
運転停止中の原発(もんじゅ）維持費なんと１日5900万円
https://youtu.be/8QaqCOm4vkE @YouTubeさんから

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 8月26日 
福島第一の地面が空洞だらけでついに陥没したのか。それを隠すためのスピン攻撃だ

ったのなら理解できる。反戦にふるえて激しく被曝している場合じゃない。

AKIRAさんがリツイート 
本間　公太郎 @momota315 · 8月23日 
@Theresia_Gebets 海霧というより放射性プルームだな。出ている所は濃く次第に薄
くなっている、海霧なら全体的に同じ様な濃さになるはずだ。溶融核燃料は３０００

度以上の温度になっているらしいから水は瞬時に蒸発する、それには放射性物質だっ

ぷりだよ(恐)

AKIRA 2024さんがリツイート 
U @wayofthewind · 8月22日 
どこへ行っても１５０キロ圏内に原発がある日本。

どう考えてもおかしいのに、考えたがらない日本人。

受験勉強、労働、貯蓄のことしか考えられない日本人。

３１１が起きても、ちょっと騒いでみて、あとはなかったことにしてしまう日本人。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ひろこ(戦争反対！) @rokoroko0919 · 4月15日 
“@ST0NES: Uploaded on Jan 18 2012？
なんだ！政府の連中みんな知ってるんじゃん！F1の今！@toyota86city
メルトアウト核燃料が地下水脈に接触http://www.youtube.com/watch?v=at9c2VUmwjQ
…
@jackiemopsy RT不能ですにてRT

https://www.youtube.com/watch?v=gYh4lpKMatQ
ディオニソスの祭

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「ロンゲラップでは異常出産が多発し、「クラゲのような」赤ん坊がたくさん生まれ

ました。骨がなく、皮膚は透明で、脳や心臓が動いているのが見えました。足も、

手も、頭もありませんでした。赤ん坊たちは、一日か二日で亡くなっていきました。

」

オランダ国際司法裁判所でブラボー被害者のリジョン。

cmk2wl @cmk2wl · 24時間24時間前 
「ロンゲラップに帰り、子を産みました…私は出血が酷く…ブドウのような子を出産
…それは、まったく赤ん坊なんて言える状態ではありませんでした。骨がまったくな
くて、皮膚だけだった…まわりの人たちは”これは何だ？”と言……母は、怒りのような
、憎しみのような声を上げました。」”核の難民”

cmk2wl @cmk2wl · 8月31日 
「ロンゲラップ島に渡った頃、私は最初の子を身ごもってました。（略）高熱で脱水

症状を起こし、抱きしめると、皮膚が剥がれ落ちていきました。私は一晩中彼を抱き

しめ、タオルを取り替え、なんとか生き延びてほしいと願いました。しかし、明け方

、あの子は闘いに敗れました。」

https://www.youtube.com/watch?v=Q9bT1MLSpk4
釜谷・長面・尾の崎法印神楽【蛭児(ひるこ)】

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%AB%E3%82%B3
ヒルコ（水蛭子、蛭子神、蛭子命）は、日本神話に登場する神。蛭児とも。

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 18時間18時間前 
私は１９１８年のスペイン風邪の流行の現場を目撃した

予防接種を受けたことのある人しか

そのスペイン風邪に罹らなかった

予防接種を拒んだ人たちは罹らなかった

私の家族はすべての予防接種を拒んだため

その流行病の間ずっと元気だった

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ac99f15a62e96e977c0010237afaea6e …

https://www.youtube.com/watch?v=mk6gSHIeQvQ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150831-00000009-asahi-soci
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304856&g=132107
https://twitter.com/kurieight/status/637807434287853568/photo/1
https://youtu.be/8QaqCOm4vkE
http://www.youtube.com/watch?v=at9c2VUmwjQ
https://www.youtube.com/watch?v=gYh4lpKMatQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q9bT1MLSpk4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%AB%E3%82%B3
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ac99f15a62e96e977c0010237afaea6e
https://www.youtube.com/watch?v=mk6gSHIeQvQ


そんなBad Apple!!で大丈夫か？ 【エルシャダイ】　【コメ付き】

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 17時間17時間前 
#川内原発 フェイント再稼働や
高浜原発らの再稼働の報道の煽りは、この観客動員がネライ？@zinjoutarou
原発テロを扱った公開間近の東野原作映画『天空の蜂』は…TVの情報番組はほとんど
取り上げていない。“原発タブー”によって黙殺
https://twitter.com/zinjoutarou/status/638328455055060993/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=8YreEuiEwPw
そんな千本桜で大丈夫か？【エルシャダイ発売祭】

https://www.bizreach.jp/content/landing/pc/kaigaikinmu01/?trcd=0AOLP0986825_pc_
海外勤務　求人特集

https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
Beijing POWER OF LOVE
 
 
     
 

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16:28

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 3時間3時間前 
自分が大きな力で動かされているんだという自覚がないと道を誤ってしまう。特に今現在は尋常

でない煽動が仕掛けられているのでそこを自覚していないと駄目。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日17:18
AKIRA @AKIRA23150220 · 8月31日  
AKIRA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！！】
F1から連日、噴出している放射性水蒸気は日ごとに激しさを増し、昨日は東電がまた何か小細工
したのだろうが、ライブカメラが一時停止した。(国会前のデモに合わせるように。全く芸の無い
奴らだ。)
で、皆さん、命を大切にしませんか。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日17:22
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22日 
■あなたが、御自分のこと、家族のこと考えて「移住」することが、この国救う為に、プラスに

なるんですよ。政府が一番恐れてるのは「東京から住民が避難」することです。これが増えなけ

れば、瓦礫拡散も汚染食品販売も、国は考えを変える気ありません。【避難、移住することが最

善の戦い】です。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月1日21:18
…う〜ん、北海道、揺れまくってる…
（－－；）
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https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
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/


（９月１日）　どうもだめです。今日は私の心と体が、どうしても動きたくないと言っ
ています…

http://85358.diarynote.jp/201509011855508661/

2011年３月、官邸は「首都圏３千万人避難計画」を本気で検討し
た／不動産を処分して移住された方々／アマゾン利用は控えよう

。

2015年9月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 8月30日 
うちもとうとう東京の自宅を処分しようかとちょびっと銀行に相談してみ

たら、不動産を処分して移住された方々は他にも多々いるようで、光の早さ

で理解された (放射能汚染が理由って言った) 。

AKIRA 2024さんがリツイート
飯山一郎 @iiyama16 · 8月30日 
2011年3月、官邸は「首都圏３千万人避難計画」を本気で検討していた。現在の状況は
、３.１１の時よりも、さらにもっと悪くなっている。（飯山一郎）
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss08301 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
kazukazu721 @kazukazu721 · 8月29日 
自由が丘の南口駅前 ワンブロックが
空間線量で

0.22〜0.23μsv/h
もある。。。

シンチレーション、

エネルギー保証付き6000cpmで計測。
軍隊でも採用されている高感度。

0.3で完全に避難なんだがな。
結構危険な数字だな。

避難すべき数字。

http://85358.diarynote.jp/201509011855508661/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509011855508661/
http://diarynote.jp/items/books-jp/406375572X/
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss08301


AKIRA 2024さんがリツイート 
ひろこ @mayurinn219 · 8月29日 
だけど、これだけ深刻な事故だからな、、。

もしかすると娘達の命でさえ長さはあきらめなきゃならないのかも・とも思う自分も

いる。

（この一行にどれだけの悲しみがあるのか推進派の人はわからないだろうね）

ただ願うことは、苦しませたくないっていう事。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 2013年2月17日 
【霞ヶ関のキャリア組かなりの割合で海外移住�】http://ameblo.jp/sunamerio/entry-
11380553912.html …シンガポール不動産関係者〜ここ1年で超高級マンションの予約
購入者の職種が変った‥経団連、プロミス、HOYA、ベネッセ、サンスター他企業幹部
が海外移住、パナソニックが事実上東京脱出…@ST0NES

どうもだめです。１７：５７．

今日は私の心と体が、どうしても動きたくないと言っています…

自転車の試乗は、明日にします…

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】 

amaちゃんだ @tokaiamada · 12分12分前 
死刑推進と優生保護推進は、人間としての心が完全に歪んでる

例え体制批判派であっても、この二つに賛成している人は絶対に信用してはいけない

間違えたり失敗したりする、絶対に排除できない人間の属性を無理矢理排除して、理

想人間が存在するかのような幻想に浸ってる人だから

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
福岡小５女児殺害の被告、意識不明　勾留先の拘置所で

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150901-00000034-asahi-soci …
くも膜下出血の典型症状だが、拘置所は「食べて応援」させているとの噂がある

消えた福島汚染米は拘置所で使われているのではないのか？

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11380553912.html
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150901-00000034-asahi-soci


amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
子宮頸ガンワクチンについては危険性を警告し接種するなと呼びかけるサイトが、す

でに5年前にいくつもあった
私も当時から繰り返し危険性の警告を紹介した

2010年ツイッターを始めてからも100以上は打つなとツイートしてきたが誰も耳を貸さ
なかった

被曝回避、避難呼びかけもまったく同じだ

amaちゃんださんがリツイート
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 8時間8時間前 
原因があって結果がある。20世紀後半から増加した悪性腫瘍は、大気圏内核実験や食
品添加物など複合要因による。核発電事故後に見つかる小児甲状腺がんは、核発電所

由来の放射性ヨウ素を筆頭とする放射性核種が原因である。

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
安倍晋三や麻生太郎のアタマの中にあるのは「日本を強く美しい国家にするには劣っ

た連中を始末するしかない」という思想である

「劣った連中」とは貧乏で低学歴で病気がちで援助を必要とする弱者である

必ず彼らはT4作戦と同じ処分政策を行う
その第一歩が社会保障の切り捨て庶民大増税である

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
安倍晋三や麻生太郎ら、大金持ち、特権階級の行き着く先はファッシズムである

なぜなら、彼らが最終的に追求する価値観は「スグレモノ」への幻想だけだからだ

「美しい日本、強い日本」という、この世に存在しない虚構、妄想の価値を永遠に追

求するしかないのが特権階級なのである

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
私がショックだったのは、若い時代に憧れていた農業共同体の代表、ヤマギシズムの

なかにも明確に「優れた日本人を作る」と優生保護思想が謳われていたことだ

今もヤマギシズムの根底には「優れモノ」への幻想が脈々と流れていて、彼らは障害

者や弱者への同情を決して語らない

だから期待できない

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 12時間12時間前 
はなゆーさんがリツイートしました ひぃくん



@tim1134 【安保法案／世論はこうして操作される】　読売新聞は反対派デモと賛成派
デモを「同格」扱いで報道した　http://pbs.twimg.com/media/CNsB6SpUkAA9DJJ.jpg
…　https://twitter.com/kiyotakawhistle/status/638175102627016704 …
　http://p.twipple.jp/s3zEB

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
絶対来る【巨大地震】の「前兆現象20」完全リスト[フライデー]
http://www.asyura2.com/0502/jisin12/msg/565.html …
まるで東海アマが書いたような内容！

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 12時間12時間前 
東野圭吾が告白していた“原発タブー”体験！ 
原発テロを扱った公開間近の東野原作映画『天空の蜂』は

http://lite-ra.com/2015/08/post-1437.html … 
原作発表から20年、福島原発事故が発生し
『天空の蜂』はようやく映画化

→原発テロ、ミサイルでなくても、PCウィルスで済むのでは?

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
眠くて仕方がないというのは被曝症状です　緊急に対策を講じてください

http://inventsolitude.sblo.jp/article/161940642.html …
実はオレもなんだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
多くの住民が被ばくすること前提の再稼動って…どう考えても変じゃない？　被ばく
専門医育成に予算５億円 
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4342.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
巨大地震が起きる前には必ず群発地震が起きる

例えば阪神大震災前の猪名川群発地震

東日本震災の前にも宮城に群発発生があった

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
１日００時２９分　 静岡県西部 Ｍ４．２ 震度３
３１日２０時３５分　静岡県西部 Ｍ３．１ 震度２

http://pbs.twimg.com/media/CNsB6SpUkAA9DJJ.jpg
https://twitter.com/kiyotakawhistle/status/638175102627016704
http://p.twipple.jp/s3zEB
http://www.asyura2.com/0502/jisin12/msg/565.html
http://lite-ra.com/2015/08/post-1437.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/161940642.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4342.html


３１日２０時０６分頃　 静岡県西部 Ｍ２．９ 
３１日２０時０３分頃　 静岡県西部 Ｍ３．０ 
３１日１６時４５分頃　 静岡県西部 Ｍ２．８

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
2013/10/17
東京で起きている被曝症状は、

鼻血、下痢、肩こり、背中こり、

ぎっくり腰、関節痛、脛痛、

あざ、リンパ腫れ、こむら返り(かなり多い)、
疲労、クマ、甲状腺障害、胃痛、

腹痛、下痢、発赤、頭痛、あご痛

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
(2011/10)
東京湾にある「中央防波堤埋め立て地」(最終処分場)に
多摩の汚染焼却灰２５００トン受入始まる

２３区内から出た８０００Bq/kg以下汚泥焼却灰１日１００トン埋立中
宮城、岩手がれき５０万トンも焼却後、最終処分

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/720c34201232d29a605698b5456c0cdb …

amaちゃんださんがリツイート 
池田としえ（利恵） @toshi2133 · 19時間19時間前 � 東京都 中央区 
東村山市の子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調変化等、

状況調査の結果が発表されました。

グラクソのHPの数字とそっくりな確率が現れています。
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/ …/sikyukeigananke…

amaちゃんださんがリツイート 
ちだい @chidaisan · 19時間19時間前 
福島県で25人が新たに甲状腺がんが疑われ、そのうちの23人が1巡目の検査で異常な
しだったという所が、ものすごくポイントなわけですよ。こんな重篤な状況を軽々

と「見逃してました」って言うなら、最初にどんだけザルな検査をしてたんだって話

ですし、普通に考えて新たに発生しているでしょう。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/720c34201232d29a605698b5456c0cdb
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
【被ばく観察記録まとめ】原発事故後の人々の変化、感染病の増加など

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/00eb48cbf9c449608e0523b4e0abe8d3 …
2011年6月
東京の若い女性にクマが出始める。

2012年7月
急病人等による電車遅延、交通事故が引続き増加。

関東在住者の知能が低下しているとの報告あり。

amaちゃんだ @tokaiamada · 23時間23時間前 
細胞分裂の回数は遺伝的に定まっている

人間は何もなければ130歳まで生きられるが実際には大地線や宇宙線を浴びてテロメア
という寿命を司る遺伝子が壊され短くなってゆく

環境ガンマ線量が高まるとテロメアが短くなって細胞の寿命が短縮される

福島市の子供たちは40歳くらいで終わってしまう

amaちゃんださんがリツイート 
チューリップ 2015@tulips · 8月31日 
チューリップさんがリツイートしました Lulu__19
避難者というと、福島からの避難者に限定して、数字を矮小化している。 
Lulu__19
@Lulu__19 東日本大震災による避難者と聞くと、多くの人は東北からの避難者を連想
するでしょう。しかし、ここ福岡県では首都圏からの自主避難者が三千人を超えると

言われています。　http://bit.ly/1KxfJiu

amaちゃんださんがリツイート 
M a i @maibaba11 · 8月30日 
三重県の米なのに何故販売者は福島市の会社なのか普通に怖いわ。

https://twitter.com/maibaba11/status/637927897311809536/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 8月30日 
札幌市在住女性　表示セシウム合算0.6Bq/Kg
検出限界（0.5Bq/Kg)ギリギリだがCs137ピークが立っている 
https://twitter.com/tokaiamada/status/638129258754256896/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/00eb48cbf9c449608e0523b4e0abe8d3
http://bit.ly/1KxfJiu
https://twitter.com/maibaba11/status/637927897311809536/photo/1
https://twitter.com/tokaiamada/status/638129258754256896/photo/1


Noya Momose 百瀬直也 @noya_momose · 8月30日 
【みら速】 御前崎の群発地震　静岡県西部(南西部)では29日、25回地震が発生して
いた http://dlvr.it/C11mFC 
https://twitter.com/noya_momose/status/638008560308236288/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 7月12日 
原発再稼働で日本は終わるさんがリツイートしました T. HIRANO
これ、酷いと思うよ。

久々に東京都の水道水の放射能汚染のデータを見たら、原発事故直後の、すごく水道

水が汚染されてる時のデータが、全て削除されてる。こういう事をやるんだよな。酷

いね

2011年3月11日以降の都内の水道水の放射能汚染：
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/600676575378444288

 

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） 

amaちゃんださんがリツイート 
本間　龍　　ryu.homma @desler · 13時間13時間前 
アマゾンジャパン、「予め残業70時間分込みの基本給」「4年勤続しないと満額貰えな
い自社株」…不利な条件伏せ、その場で雇用契約書に署名迫る姑息な採用手口
http://www.mynewsjapan.com/reports/2192 凄いな、ここまでブラックとは。アマゾン
の利用は出来るだけ控えよう。

「ここは法律でひとを護れるところじゃないんだよ！」

 
     
 

コメント

http://dlvr.it/C11mFC
https://twitter.com/noya_momose/status/638008560308236288/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/600676575378444288
https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
http://www.mynewsjapan.com/reports/2192


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日10:55

AKIRA 2024さんがリツイート 
☆かおりのすけ☆ @kaorinosuke · 23時間23時間前 
総合すると、雷雲が無いのに唐突に一発、爆発音みたいな凄まじい落雷があって、地響きが凄く

長く続いた、らしい。都民一斉ツイート。宇都宮辺りでも聞こえたらしいけど。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日11:06

AKIRA 2024さんがリツイート 
ゲルトルート・ななにホルン 72@kmpost · 24時間24時間前 
15秒家が揺れてイヤホンして寝てた人間が飛び起きる雷ってなんだよ
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（９月１日）　…「なにもできない精神状態」だが、音匣の整理ぐらいはしよう…

ottotto ! no hako ...
2015年9月1日 音楽

　

amaちゃんだ @tokaiamada · 8月31日 
アンタら、何かおかしいぞ！

一番大切で、真っ先にやらねばならないことを、なんでスルーするんだ！

…「なにもできない精神状態」だが、音匣の整理ぐらいはしよう…
…（＾＾；）…

★もう「いいや」。（…って、自分たちで「歌ってる」し…ｗ）
https://www.youtube.com/watch?v=6KfL9DRXHYk
Yuki Kajiura - Credens justitiam 
https://www.youtube.com/watch?v=DOW1A37Wr_I
ワールズエンド・エルシャダイ -Full ver.- 【PV】 

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

http://85358.diarynote.jp/201509011950388300/
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光の惑星 - 恍多 kouta 

https://www.youtube.com/watch?v=6vEb_Oq_mY8
Pentatonix Non Stop 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=aXs0NnGN6Jc
Royal Philharmonic Orchestra Plays ABBA 

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 

https://www.youtube.com/watch?v=YACBVgjAP9E
ＢＥＹＯＮＤ　ＴＨＥ　ＴＩＭＥ 

https://www.youtube.com/watch?v=1vXj-eT3rF4
Relaxing Music Epic Fantasy 

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 

☆まだまだ聴く…♪

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=l-9VZZWtMfQ

https://www.youtube.com/watch?v=6vEb_Oq_mY8
https://www.youtube.com/watch?v=mAzNyYvKn_A
https://www.youtube.com/watch?v=aXs0NnGN6Jc
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
https://www.youtube.com/watch?v=YACBVgjAP9E
https://www.youtube.com/watch?v=1vXj-eT3rF4
https://www.youtube.com/watch?v=UDuP_X6RWr4
https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
https://www.youtube.com/watch?v=LhDgtcJQ0Sk
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=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=Bo3VxoenWNI
Lia - karma 

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=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参 

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life) 

https://www.youtube.com/watch?v=1dl0KnyAAG8
Sacred Earth - Ancient Mother (1 hour) 

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=my0mfK8honY
進撃の巨人OP 【紅蓮の弓矢】高音質 

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
Radioactive - Lindsey Stirling and Pentatonix (Imagine Dragons Cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
Beijing POWER OF LOVE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
https://www.youtube.com/watch?v=N-YuSKeFMxY
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
https://www.youtube.com/watch?v=aPyFiZjXJx0
https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
https://www.youtube.com/watch?v=1dl0KnyAAG8
https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY
https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
https://www.youtube.com/watch?v=768Xh6VO8pY
https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-2U


https://www.youtube.com/watch?v=YMFdXQ5zS_g
Ancient Mother
 

https://www.youtube.com/watch?v=YMFdXQ5zS_g


（９月１日）　迷走と献身。

http://85358.diarynote.jp/201509012015009491/

迷走の名将。（宇宙史逆走）

2015年9月1日 リステラス星圏史略　（創作）
　

グィアヒール・キール・ギール。

通称【常勝王】グァヒギル・グ。

《最高学府》内の武闘派＝体育会系と称される集団に請われて王の座につき、上古主宰神ワァガ

・マンマに第２界を求め、武闘界《ボルドガスドム》と称する。

界内の組織を整え、よく統治していたが、第２界民の第１界への入国禁止措置に抗議して１界主

神と口論の末、密室で暴行を加え殺害したとの嫌疑をかけられ逆上。

きつく譴責した第３界主神を拉致し、２界軍をもって３界に侵略行為を働く。

戦乱と混乱の果てに親友でもあった第３界副主神ヨーリァを自軍の攻撃によって殺害せしめてし

まい、我に返り責任を痛感して軍を収め、自裁を覚悟する。

 

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life)

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）

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509012036014934/

智神の献身。（宇宙史逆走）

2015年9月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

http://85358.diarynote.jp/201509012015009491/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
http://85358.diarynote.jp/201509012036014934/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


智神ヨーリャ。また、治水神とも呼ばれる。

https://www.youtube.com/watch?v=qFbSutjmfEY
Riding on the wind(風にのって)
 
 

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


（９月２日）　自分が大きな力で動かされているんだという自覚がないと道を誤ってし
まう。特に今現在は尋常でない煽動が仕掛けられているのでそこを自覚していないと
駄目。

http://85358.diarynote.jp/201509020934234372/

「高度に柔軟に、かつ、臨機応変に…」…（－－＃）…

2015年9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 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：2015/09/01(火) 17:53 ID:XXXXXXXX
米国陸軍は放射能対策で重曹を推奨してるよ。1-2gを水にとかして飲むなど。
いろいろググってみ。

http://s.ameblo.jp/64152966/entry-11501651485.html …

…消えました、今。（＝＝＃）

さっくり…！

（大魔王エル様にアクタイついたせいですか〜ッ？？）

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

（以下、「記憶スケッチ状態」で復元、ぷらすあるふぁ…。）

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

おはようございます。

９月２日の９時４分でした。

バイトは休み。

札幌は２０℃。

…雨。…（〜〜＃）…

http://85358.diarynote.jp/201509020934234372/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509020934234372/
http://s.ameblo.jp/64152966/entry-11501651485.html
https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY


「絶好の自転車日和」だった昨日は筋肉疲労と被曝倦怠感で動けず。

　さて！（＾ｗ＾）！

と、今朝は７時に起きだして、おりたたみ自転車の組み立てにせっせと取り組んでいたわけでで

すが…

その前に天気予報をチェックしたら、昨日の午後の時点では今日の予報は降水確率２０％ぐらい

のもんだったのに…

…６０％まで上がっている…
…！（＠へ＠＃）！…

と、へそを曲げながら自転車と取っ組み合いを演じているうちに、予報より半日早く？実際に降

り始めてしまい…

…（－－＃）…

ごきげん直滑降の霧樹りす様ですが、なにか…？

https://www.youtube.com/watch?v=XRgAWR6Hq84
【進撃の巨人】美しき残酷な世界 　FULLver 　歌詞付き 

「エル様のいぢわる〜ッ！！」

（※これを叫んだのが「消された」理由か…？？ｗ）

…（＾＾＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

空をにらみつつ、雨がやみそうになければ、傘をさして徒歩と電車で銭湯出撃するしかないかな

ぁ…と。

本日の行動予定が策定できないままでＰＣ前に座ったわけですが…

https://www.youtube.com/watch?v=XRgAWR6Hq84
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A


北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年09月02日（水）【当日】
時刻　最大 最小 平均 有効数
01:00 0.041 0.041 0.041 6 
02:00 0.042 0.040 0.041 6 
03:00 0.041 0.040 0.041 6 
04:00 0.041 0.040 0.041 6 
05:00 0.041 0.040 0.041 6 
06:00 0.041 0.040 0.040 6 
07:00 0.041 0.040 0.041 6 
08:00 0.041 0.040 0.041 6 
09:00 0.042 0.042 0.042 6

…なにかな？この、

「原子炉心の製造製鉄工場のある室蘭の線量急上昇」は…？！

…（〜〜＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk
2CELLOS - Thunderstruck [OFFICIAL ] 

…あ、エルさん…「どこが、なぜ消された」のか判った…。うん。

りょう（＾□＾；）か〜い…☆

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2015年9月2日10:22
…土砂降ってますなう…
★（ＴへＴ＃）★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日11:12

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 21時間21時間前 
自分が大きな力で動かされているんだという自覚がないと道を誤ってしまう。特に今現在は尋常

でない煽動が仕掛けられているのでそこを自覚していないと駄目。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月3日8:23
特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報 2015年09月02日 17:08】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩北部］大雨

［石狩中部］大雨・洪水

［石狩南部］大雨

［中空知］大雨

［南空知］大雨

［後志北部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道 苫小牧市 １８８５人に避難勧告】
北海道苫小牧市は、大雨による土砂災害の危険性が高まっているとして、午後4時20分に、明徳町
3丁目と4丁目の1025世帯1885人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/9ybdn4　
 
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（９月２日）　エルさんのいぢわる〜っっっ！（＝＝＃）！

http://85358.diarynote.jp/201509021123154540/

急に老化した／子供の体調悪い／放射性物質は一度取り憑いたら

絶対離れず放射線を出し続け攻撃し続ける／北海道まで到達して

います。

2015年9月2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=l-9VZZWtMfQ
2CELLOS - They Don’t Care About Us - Michael Jackson [OFFICIAL VIDEO] 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 53分53分前 
今日の犬吠埼 9/2 9:41 霧？ 8/28〜の紫色継続中
ライブカメラ→ http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/638874986350903296/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 
8:35現在、神奈川県の沖合で相次いで落雷が観測されています。京急久里浜線は落雷で
ダイヤが乱れています。

東京電力｜雨量・雷観測情報

http://thunder.tepco.co.jp/ 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/638860515184283648/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
懐疑的に見ましょうね。この記事。

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
＜天津爆発＞爆発現場でまた出火、専門家「コントロール可能な正常現象」

Record China 9月2日
31日、中国天津市の爆発事故現場で再び出火があったとの情報について、現場で対応
に当たっている専門家が「コントロール可能な範囲内」と話していることが分かった

。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
桜島

噴火警戒レベルを下げた途端に、以前のように噴火してる

気象庁（09月01日22時50分：噴火：噴煙火口上1400m
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150901225617_506.html
…）（011350UTC）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
桜島

昨夜、久々に大きく噴いてたけど、やはり噴火認定してる

気象庁（09月01日22時50分：桜島・噴火：噴煙火口上1400m（海抜7300FT
）

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150901225617_506.html
…）（011350UTC）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638824151160000512/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
便利屋アイス30日はiPan2 @ICECREAM1PRINCE · 5時間5時間前 
なんか地鳴りが凄いんだけどもしかして箱根噴火するの!?(‾▽‾;)

AKIRA 2024さんがリツイート 
10ka @gg10ka · 9 時間9 時間前 
そえば、昨日久しぶりに夢見たと思ったら箱根噴火した夢だったけどこれは箱根行

くなってことか？

AKIRA 2024さんがリツイート 
はやてる @hayateru23 · 10時間10時間前 
鵠沼海岸の黄色い粉。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
9/1 夕方の豪雨が小降りに成った後、硫黄臭かった。兵庫
海水に中性子が当たると、放射性の酸化硫黄が出来るので、気になる。他の刺激臭な

のかも知れないが。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
山東省の化学工場の爆発事故。

http://85358.diarynote.jp/201509021123154540/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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かなり爆発規模が大きいらしい。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/638737973496823808/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 11時間11時間前 
■我が地域(市)の本日の救急出動
現在出動中の救急車　8台
本日の救急出動件数　240件
日に日に増えています。

どこの地域でも見る事ができるのでHPから閲覧してください。わからなければ市に電
話で問い合わせを。電話番号は市のHPに。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ef200kota 韓ドラ好き @kotaroseijiro · 11時間11時間前 
急性大動脈解離で亡くなる人が多すぎる(~_~;)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
福島原発１号機カバー撤去作業

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638698362288500736/photo/1
今週も「カバー附属設備（空気ダクト）撤去」をやってます。人間が近づけない高線

量の瓦礫がある建屋内の放射性物質飛散防止カバーの撤去。北海道から愛知ぐらいま

では風向きに注意した方が良いですね。念のため。

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 13 時間13 時間前 
"shi_4000: ねぇ待ってトラックが中央分離帯乗り上げて逆走してきた！正面衝突しそ
うになったよ(；▽；)震え止まんねー(；▽；)"
#忘却線
茨城県

偶然じゃないからだと思うよ

AKIRA 2024さんがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 13時間13時間前 
今、寿司食べて腹痛下痢。次は心停止や人工透析が待っています。究極のスリルゲー

ムを楽しめる期間はあとわずかです。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/162707402.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
南海トラフ地震が起こるメカニズム

「フィリピン海プレートが陸側へ沈み、その圧でトラフ沿いで地震が増えだしたら

警戒」と言われてますね

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638688531343249408/photo/1
御前崎の群発地震。日向灘も多い。すぐに起こる事はないだろうけど、3.11以降は備え
あれば憂いなし状態 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15 時間15 時間前 
ねらわれているかも。静岡は今

http://twitter.com/search?
q=from:YuretaKamo+%E9%9D%99%E5%B2%A1&src=realtime=default&f=tweets …
群発地震の勢いが3.11前の状態にちかいよ。
（茨城も長期間だよ。）

@Plutokun_Bot はまおかくんが息をしてない？@Official_Chuden
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E6%B5%9C%E5%B2%A1+OR+%E6%B5%9C%E5%B2%A1%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+%E6%B5%9C%E5%B2%A1%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+Chuden&src=realtime=default&f=tweets
…

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
カナダ。ブリディッシュコロンビア沖のシャチの個体群の絶滅は確定的だとか。

次々に死んで、死産率も100パーセントに達していると…。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 16時間16時間前 
その豚骨ラーメンのストロンチウムを測りなさい。魚介スープも測りなさい。豚骨＆

魚介のＷスープは絶対測りなさい。

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
赤い線は風のルートで 1951㎞
風速は高空の最速で 126㎞
爆発が 1日0時だったので、最速なら既に北海道にまで到達しています。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/638631823354933249/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
山東省東営市利津県。浜源化学。黄色い煙が出ている。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/638626936336465920/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
中国山東省の化学工場で爆発

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150901-00000036-xinhua-cn …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cazman @tumaMo · 19時間19時間前 
爆発が凄すぎて特撮かと思ったわ…▽
中国　化学工場で再び大きな爆発

http://jp.sputniknews.com/incidents/20150901/833078.html …
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https://twitter.com/cmk2wl/status/638631823354933249/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/638626936336465920/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150901-00000036-xinhua-cn
http://jp.sputniknews.com/incidents/20150901/833078.html


…キサマか？この「天気予報を外した」土砂降り雨の原因は…ッ？！
（〜〜＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=vlUPAzGUMuk
2CELLOS - Kagemusha 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 17時間17時間前 
"rurika_hitode: 交差点の手前でハザードも出さずに停まって寝てる大型トラックがいて
、前が見えづらい位置のせいか信号待ちのトラックと勘違いされて後続車がその後ろ

に停まっていつまでも動かないという事案が発生していた"
#眠り病

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 17時間17時間前 
1日15:00、ミッドウェー諸島近海で台風17号が発生しました。（気象庁発表） 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/638619073425874944/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴっち @nikapitch · 19時間19時間前 
お母さん達５．６人集まっての会話。最近子供の体調悪い。いきなり４０の熱と鼻血

。ずっと咳が止まらない。原因不明の湿疹が。などなど、うちもうちも、って出るわ

出るわ。ここは札幌だよ・・・。

AKIRA 2024さんがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 19時間19時間前 
放射能性物資を餌する黒カビにとって放射能性水蒸気が降り注ぐ

高温多湿の首都圏は繁殖に絶好の環境である。

この黒カビの胞子を吸い込むと肺に吸着し致命的な内部被曝となる。

まさに、宮崎駿のアニメ「風の谷のナウシカ」の世界だ。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-324.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
09月01日 13時49分
震源地：駿河湾南方沖（マグニチュード 3.0　深さ24.1km）の地震。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638577985713385472/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 23時間23時間前 
1日10:20現在、九州南部と静岡県沖で相次いで落雷が観測されています。
東京電力落雷

http://thunder.tepco.co.jp/ 
九州電力落雷情報

http://www.kyuden.co.jp/kaminari.html 

AKIRA 2024さんがリツイート 
おこめ@ﾀｲで逃亡中 @kenchuke_mama · 23時間23時間前 
殺しにかかってきてる相手は東電はじめ汚染地から逃がさないやつらであって、中国

や中東ではないのではないでしょうかね。

https://www.youtube.com/watch?v=eVH1Y15omgE
2CELLOS - The Trooper Overture [OFFICIAL VIDEO]

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
3.11を忘れない（新党憲法9条応援） @reborn52601577 · 8月31日 
伊方も酷いものだった。3.11直後から新聞の全国の空間線量表をチェックし伊方は常
時0.08μSv、突出して高い数値をキープ。原発事故当時の宮城や山形県より高くて唖然
。なぜ愛媛だけ？と考えるに原因は伊方原発に行き着く。伊方はMOX燃料 

AKIRA 2024さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 8月27日 
首都圏で多発する電線からの出火、伴う火災の増加を、高圧電線への放射能の影響で

あり、ケーブル被膜絶縁度が下がってリークが起り、リークは火花だから火事が起る

、との説を見た。放射性物質は一度取り憑いたら絶対離れず、放射線を出し続けて電

線被膜を攻撃し続ける。事故後4年半、ありうる説だ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
佇む男 @man2balls · 8月12日 
ハートアタックで倒れた一年前の夏。

産地偽装の寿司、東北産のビール。

北関東の野菜とか店頭に並べるな、捨てちまえ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
runa2012　 @runa20121 · 6月6日 
先週二ヶ月ぶりに大阪へ行った。知人数人に会ったら皆ビックリするほど老けていた

。シワが深くなり顔にツヤがなくパサパサ。3ー5歳年取った。中でも東京によく行く
人は10歳年取って老人のように見えた。たった二ヶ月で。私も春先やけに顔が赤く
やけ、近頃皺が深くなった。福島水蒸気は恐ろしい

AKIRA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 …

https://www.youtube.com/watch?v=vlUPAzGUMuk
https://twitter.com/rescuenow_net/status/638619073425874944/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-324.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/638577985713385472/photo/1
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http://www.kyuden.co.jp/kaminari.html
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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

AKIRA 2024さんがリツイート 
hannna @hannahumming · 9月28日 
ある日些細な事に腹を立てだした友人を見ると、急に老化したように見える。体に発

疹が顔から段々お腹に下がっていっていると言う。日々食事に気をつけているが友人

との外食等手抜きもある。気道が白く老化現象と言われている。脳にセシウム微量付

いて、チカッと何か起きている？日本人短命にもありえる

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月1日 
この地域は、実質上この世から、消えた地域ですよ。

北海道や西日本、四国、九州、も安全だとは言えない状況ですが

少しでも、放射能汚染低い地域に移住する以外に

この地図の地域で生き残れる

可能性は、ありません。

絶対に。 
https://twitter.com/k2cyan/status/638504402689486848/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
あさとﾃﾞﾗｯｸｽ @asato_dx · 2014年5月11日 
やたら若い雰囲気の自分の写真を見つけ、学生のときかな〜？と思ったら撮影日2012
年だった。この2年でここまで老けこんだ事実にびっくりしすぎてびっくりしてる。こ
れがアラサー・・・！！

https://www.youtube.com/watch?v=HqMzWc3wqQk
2CELLOS - Highway To Hell [Live at Exit Festival] 

…今、また、消えたんですけど…？？
…（＝＝＃）…

（いや、今のは、自分の「操作ミス」だった…＜コレやると消える。のね…！）

https://www.youtube.com/watch?v=IPeo_X7hVe8
2CELLOS - Celloverse [OFFICIAL VIDEO] 

AKIRAさんがリツイート 
えりりん@eririn_527 · 9時間9時間前 
デモに参加するよりも

関東・東北から移住する事が

一番のデモだと思う。

AKIRA 2024さんがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 16時間16時間前 
もう何回言っても無駄のような気がする。。

ある人をあきらめようかと思う。

良い言い方をすれば「天に任せる」のがいいのかも。。

結局、汚染ひどくても東京に居たいんだよね。。何かあっても自分で責任とってほし

いな。何百回も言ったからね。。

https://www.youtube.com/watch?v=r7WEIbj93uY
2CELLOS - Every Breath You Take
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日11:38
…カッパを来てすら出かけたくない勢いの雨量になってきました…
…（ＴへＴ；）…

エルさんのいぢわる〜っっっ！（＝＝＃）！と、やつあたりしつつ、

ご飯たべて昼寝してから午後の予定を考えますぅ…★

https://twitter.com/nusubito_hana/status/598082202031665152/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/638504402689486848/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=HqMzWc3wqQk
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（９月２日）　善良そうな一人のパパを、風邪っぴきから救ったぞ♪

http://85358.diarynote.jp/201509021435204096/

札幌の雨０.０６０μ。(-.-;)
2015年9月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (8)
　

ＴＯ ＧＯ？
ＯＲ ＮＯＴ
ＴＯ ＧＯ？
(・ω・;)(;・ω・)

2015年09月02日（水）【前日】
時刻　最大 最小 平均 有効数
01:00 0.041 0.041 0.041 6 
02:00 0.042 0.040 0.041 6 
03:00 0.041 0.040 0.041 6 
04:00 0.041 0.040 0.041 6 
05:00 0.041 0.040 0.041 6 
06:00 0.041 0.040 0.040 6 
07:00 0.041 0.040 0.041 6 
08:00 0.041 0.040 0.041 6 
09:00 0.042 0.042 0.042 6 
10:00 0.042 0.041 0.041 6 
11:00 0.049 0.043 0.046 6 
12:00 0.054 0.049 0.052 6 
13:00 0.060 0.056 0.057 6 
14:00 0.063 0.061 0.062 6 
15:00 0.065 0.064 0.064 6 
16:00 0.064 0.064 0.064 6 
17:00 0.064 0.062 0.063 6 
18:00 0.065 0.059 0.062 6 
19:00 0.066 0.057 0.061 6 
20:00 0.066 0.060 0.063 6 
21:00 0.068 0.052 0.060 6 

http://85358.diarynote.jp/201509021435204096/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509021435204096/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150902/85358_201509021435204096_1.jpg


22:00 0.050 0.042 0.045 6 
23:00 0.042 0.039 0.040 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日15:12
００６０ぐらいタイシタことはない、行っちゃえ！…と、判断するようになった、
自分自身の感覚麻痺っぷりが、

いちばん怖い…
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日15:20
今日この時間にこのバスのこの席に座って、雨で景色なんか見えないのにガラスを拭いてまで窓

の外のさらに後ろを振り返った理由が判った。o(^-^)o

善良そうな一人のパパを、濡れ被曝遭難→風邪っぴきから救ったぞ♪

(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日20:22
…大雨でＪＲのダイヤが乱れるまでは想定内でまぁ赦すんだが…

20時24分発より20時39分発が先に出ますとか、…混乱するのでやめていただきたい…

…(・ω・;)(;・ω・)…

「どこそこ行きは何分遅れの見込み」とかにして…とか打ってる間に、直近の列車は運休決定…

┐(’〜`；)┌
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（↑けっこう楽しんでるやつ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日20:41
とりあえず食料と飲料は確保済みでトイレにも行ってあるきら大丈夫。(^_^)v
電車来た来た。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月3日7:32
００６８の雨の中でも「平気！」になっちゃった自分の免疫力の異様な毅さが、ちょっとだけ、

ものがなしいわ…
…（〜〜；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月3日7:47
台所に吊るしていた輪ゴムが、やはり一発で劣化してました…
（－－；）

前もそうだった。０.０６μ超えると、ゴム類が一気にダメになる。

首都圏の事故多発の、半分はこれが原因だと思う…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月3日7:57
私の先代自転車のパンクもね…!!
（－－＃）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月3日8:21
特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【北海道 苫小牧市が避難勧告を解除】
北海道苫小牧市は、土砂災害の危険性が高まっているとして市内の一部の地区の1692世帯3022人
に出していた避難勧告を午後7時30分にすべて解除しました。
http://nerv.link/T71tNq

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/
http://85358.diarynote.jp/


（９月２日）　大魔王エル様の強制ダイエットが始まってから約２０日。

http://85358.diarynote.jp/201509022214163251/

２０日で４kg。(‾ー+‾)ニヤリ
2015年9月2日 ダイエット コメント (2)

　先ほど無事帰投。(^_^;)
　うちについたら雨が止んでる。

　という、いつもと逆パターン。

　(-"-;)
 

まぁ予定は狂いまくりで雨濡れ被曝もしましたが、プラマイで換算すると、まぁそんなに悪くな

い一日だったかな…
狼さんが「荒野より」送信しててくれてたし。(^-^)g

で、昨日と今日はまったく歩かなかったので少し停滞してしまいましたが。(-.-;)

大魔王エル様の強制ダイエットが始まってから約２０日。

…(^_^;)…

約４kg、痩せた。ということで…

（がんばれ私！

あとたった５.５kg…！）

…ヽ（＠ｗ＠；）ノ…

https://www.youtube.com/watch?v=pIppAP8cNpI
荒野より（中島みゆき） 〜 TBS「南極大陸」エンディング主題歌
 
 

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9月2日22:37
coopの梨が佐賀県産と書いてあったが、みごとにベクレてた。
(-_-#)

種が奇形化して完全に繁殖不能になってたし、

和ナシなのに、熟れすぎた洋梨みたいな歯ごたえだったし、

(-_-#)

買って２日目で腐ってた…

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月2日22:37
おやすみなさい。o(^-^)o
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（９月３日）　なんか、Elleさんの編曲？／大気中で核実験をすると、オーロラが発生
することがある。

http://85358.diarynote.jp/201509030846488207/

フクイチの連続爆発音とオーロラツイ続々／「放射能？平気じ

ゃねぇの？」という人はそのまま／病気の発表会で／すぐ【日常

】になるんだろうな。今まで通りに。。

2015年9月3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=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1 時間1 時間前 
合成でないとして、こういうオーロラはフクイチで毎晩起きてるんでしょ？

東電が毎夜大量照明で建屋を明るく照射しているのは発光現象を見えなくするためだ

ったりしてね。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Gary Seven @aegis369 · 9時間9時間前 
福島のオーロラ　　　

https://twitter.com/aegis369/status/639079568351952896/photo/1
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削除された 元記事のツイート
（写真も元記事のもの）

佐藤 愛実
@Toow_tk1563
え！？まってオーロラ見える！！！！！！郡山 
2:59 AM - 1 Sep 2015 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
え、虹ツイ？

“@momoa_mjlove: オーロラに近い虹は多数目撃されてるんだよね。虹を目撃した人は
肺の手術で入院してたというオチまでついてる。”

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 10時間10時間前 
果てしない罠のズンドコやね。

RT @akaneco1933 オーロラツイは放射脳を貶める罠。と思わせる罠。という２段落ち
があるかもしれない。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
フクイチ3,4号機、8/31〜小さいスパイク出てたんだ。
7/24以降、ライブカメラの水蒸気や緑ガス、発光など、悪化する中で、このグラフで
はスパイク出てなかったんで、係数を低くして見えないようにしてるのかと疑って

いる。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 11時間11時間前 
福島のオーロラ。

ツイッターも、元記事もすでに削除されてる

http://alfalfalfa.com/articles/129922.html …
これはなにかあるぞ。そもそも、こんな経度のところにオーロラが現れるはずが

ない。 
https://twitter.com/onodekita/status/639058974185123840/photo/1

bun_2011 @bun_2011 · 12時間12時間前 
“@hiro182: 福島のオーロラ！！これは、何？
気象庁の方へご説明願いたい！ ”
えっ、オーロラ‼�？大丈夫なのかフクイチ

http://alfalfalfa.com/articles/129922.html
https://twitter.com/onodekita/status/639058974185123840/photo/1


占星術つぶやきメモ《天体位相調査室》 @pneuma_2007 · 12時間12時間前 
フクイチでオーロラ出現とは。地下から放出されたγ線が遂に電離層に影響を与え始め

たのか？

これはいよいよ、原発の恒星化が始まった？

どるぴん @carapowa1 · 12時間12時間前 
フクイチの連続爆発音とオーロラツイが続々入っているようです。今日は私も含めて

カナリアさんの体調不良が多く出てます。万が一の為に避難を頭に入れておいたほう

が良いかもです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 12時間12時間前 
オーロラの正体かも… 
https://twitter.com/VirginBlade_aki/status/639049828693966848/photo/1

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 junko 
地下の核燃料が、今までは、地下水脈にいて、水蒸気を上げていたけど、今日は、地

下で爆発音してるみたい。地下のプレートか何かにぶつかったのかな(ﾟДﾟ)福島で、オ
ーロラが出たみたい…異常すぎて、何も報道されない今の日本が怖すぎる。 

どるぴん @carapowa1 · 13時間13時間前 
@snoopymaygon めいちゃんママ、大丈夫？ 午後からフクイチに轟音が鳴り響いてる
とか多分地下から爆発音が連続してるとかってツイが入って来てる。避難を頭に入れ

といた方が良いかも。（ ; ; ）

kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
フクイチ

ライブカメラ

絶えず

爆発音

福島

原発

地震

前兆 
https://twitter.com/buick54aki/status/639021836882178048/photo/1

https://twitter.com/VirginBlade_aki/status/639049828693966848/photo/1
https://twitter.com/buick54aki/status/639021836882178048/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 
福一、爆発音がずっとしているそうです。

地下爆発音の模様です。

AKIRA 2024さんがリツイート 
まちのあかり @citylights520 · 14時間14時間前 
一筋縄ではいかないオーロラの話が流れてくる。

郡山の女性らしきアカウントは見えなくなっているし、もう一枚撮影したのはヘルシ

ンキということになっている。うっかり問題にすると迂闊な人扱いされる仕掛けにな

っている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4月12日 
高高度の空域にロケットでナトリウム、セシウム、リチウム、ストロンチウム、バリ

ウムを撒けば、人工オーロラが発生する。過去にも実験されたことがある。

「わぁ〜、きれい」じゃない。

https://www.youtube.com/watch?v=bdkVzkIGjp0
Counting Stars - OneRepublic (violin/cello/bass cover) Simply Three

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
料理をつくるときに東京の水道水を使ってる人って、今もいるのかな？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
まぁあれだよね

「放射能？平気じゃねぇの？」という人は、そのまま「平気じゃねぇの？」で行って

てほしい。内部被曝の人体実験に貢献してください

世界中の学者が内部被曝のデータを欲しがってるから。まさか人体実験できないから

内部被曝はね。日本は広島と長崎の原爆投下でも人体実験された。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9時間9時間前 
そうなんですか、、そうだろうな、、、

“@momoa_mjlove: 一般人のブログを見ていると規制がないために書きたい放題で病気

https://www.youtube.com/watch?v=bdkVzkIGjp0


の発表会です。5つ読んだら4件は体調不良にヒットする勢いかな。”

cmk2wl @cmk2wl · 10 時間10 時間前 
ケイコが返された海はノルウェーの近海だけど、海外の人たちがシャチ等の鯨類に寄

せる気持ちは大きい。

外国の怒りは想像を絶するレベルになると思う。

既に海棲哺乳類の大量死の原因が福島原発にあると言われているのだから。

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 11時間11時間前 
降雨と共に線量が上がってアラームが鳴り、外出の帰りの車窓から見た山は大雨だと

いうのに蒸気が上がってた。バケツをひっくり返したような雨なのに蒸気？湯気？気

温のせい？おかしいよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
良い木（人類否定·現実逃避な人でなし） @yoiki_papa · 11時間11時間前 
それにしても今日の湿気は異様だった。職場で会う人会う人皆さん言うとったな。け

どこれもすぐに【日常】になるんだろうな。今まで通りに。

安保 隆 @AmboTakashi · 11時間11時間前 
安保 隆さんがリツイートしました cmk2wl
フクイチから毎日４００トンの放射能汚染水が流出し、世界中拡散し続けていれば、

海洋生物に影響が出ないほうがおかしい。いずれ天文学的な賠償請求が全世界から寄

せられるだろう。

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
相手は放射性微粒子。相応の注意を払ったものだけが生き残る。

内部被曝するのも交通事故も物理現象として違いはない。

道路の真ん中でぼさっと突っ立っていれば、いつかは必ず轢かれる。

浅井久仁臣 @asaikuniomi · 20時間20時間前 
【#東京五輪 】④
【科学】地震動予測地図- 産経
http://www.sankei.com/affairs/news/150216/afr1502160007-n1.html … @Sankei_news
フクイチに関しては、事故後４年経過しても収束の見込みは依然としてない。

こんな状態で先に進み万が一不幸な事態になれば、日本は世界で孤立することに

なる。 

http://www.sankei.com/affairs/news/150216/afr1502160007-n1.html


AKIRA 2024さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 9月1日 
『関東平野には、乾くと黄色や白色の微粉末がそこらじゅう付着する雨が何度も降

った』

http://blog.goo.ne.jp//jpnx05/e/1cbb2666b758cda64a01f6090bd6d75c …
あとは時間だけだ。

もうすぐ地獄がはじまる。

…【産経】…！（＠＠；）！…

https://www.youtube.com/watch?v=zvcJMlIFW9A
Demons - Imagine Dragons (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

AKIRA 2024さんがリツイート 
澄家 -blue sky- @sumika_sora · 9時間9時間前 
そして今日神奈川は硫黄臭がしました。家族は気づきませんでしたが私は感じました

。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
鹿児島：霧島山（えびの高原・硫黄山）

「2日、地下のマグマの移動などを示す火山性微動を観測。噴出現象が発生する可能性
があるとして、注意を呼びかけ。」（川内原発との位置関係）

気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150902171520.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【霧島連山の硫黄山周辺で火山性微動】

宮崎と鹿児島の県境にある霧島連山のえびの高原の硫黄山周辺で、２日未明、火山性

微動が観測されました。気象庁は、硫黄山周辺では噴気や火山ガスなどの突発的な噴

出に注意するよう呼びかけています。

http://nerv.link/jLQkob

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 
9月2日13:00、白山に噴火予報（噴火警戒レベル1 平常 継続）が発表されました。（気
象庁地震火山部発表）

http://blog.goo.ne.jp//jpnx05/e/1cbb2666b758cda64a01f6090bd6d75c
https://www.youtube.com/watch?v=zvcJMlIFW9A
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150902171520.html
http://nerv.link/jLQkob


火山活動は、これまでと変わらず静穏な状況で、噴火の兆候は認められません。

気象庁｜白山の噴火警戒レベルの運用を開始します

http://www.jma.go.jp/jma/press/1508/19a/hakusan150819.html …

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
Let It Go (Disney’s "Frozen") Vivaldi’s Winter - ThePianoGuys 

なんか、Elleさんの編曲？ぽい？
…（＾＾）…

AKIRA 2024さんがリツイート 
Aro 〈 超オリーブの木の下で 〉 @aro_flashy · 10時間10時間前 
意味不明な「爆発音」各地で起きてるな・・・

AKIRA 2024さんがリツイート 
伊藤　正司（徳之島の海が大好きなオヤジ） @shoji110 · 14時間14時間前 
15分ほど前、徳之島町山の自宅で爆発音とともにふすまが蹴られたような爆風を感じ
ました！この件に関して何か情報がありましたら教えて下さい。

#爆発音

AKIRA 2024さんがリツイート 
禎一馬 @teikazuma · 14時間14時間前 
Facebookでみんな徳之島の人がものすごい爆発音を聞いたと言ってますが、なんだっ
たんでしょう？実家に電話したらびっくりしたって言ってるし、広範囲で聞こえたみ

たいですが、とにかく不安が解消されますように。

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
「パラキシレンはペットボトルや化学繊維の生産に必要なポリエステルの原料で、こ

の工場は年間生産量８０万ｔという世界最大級の工場でした。パラキシレンの爆発が

、中間貯蔵用タンクに引火してあれだけの大爆発となったわけですが、同時に天文学

的な量の有害物質が周囲にまき散らされています。」

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
天津工場爆発は珍しくない？ 頻発する大事故、福建では天文学的な量の有害物質が…
！

http://www.jma.go.jp/jma/press/1508/19a/hakusan150819.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE


週プレNEWS 9月1日
「一説には中国人民解放軍の化学兵器用毒物倉庫だったという情報もありますが、そ

のあたりの詳細は明らかではありません」

https://www.youtube.com/watch?v=yET4p-r2TI8
Story of My Life (One Direction -- Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9 時間9 時間前 
Sugar Chile Boogie!
http://www.youtube.com/watch?v=NQVkXuWavt0 …
こぶしで叩くオリジナリティがすごい。

勉強なんてしなくたっていいんだよ。

すきなことやってメシ喰っていけるちからは

うまれながらにそなわってんだから。

みんな、それをだせないようにされてるわけ。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 2014年4月17日 
【大問題だ】平成２３年度、２４年度の汚染されて出荷できなかった、５００Ｂｑ/ｋ
ｇ未満の茶葉が、埼玉県川越市の倉庫に、山と積まれている。積まれているからには

、いつか出荷されるだろう…。 http://wp.me/p3zyjC-41b @vegaliveinhopeさんから

https://www.youtube.com/watch?v=l1Q-cI4RE5s
Relaxing Piano: Studio Ghibli Complete Collection 
スタジオジブリ宮崎駿リラクシング·ピアノ音楽
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AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 10時間10時間前 
福島のオーロラ情報。現時点では、本当にあったのは確かだが、なぜ起きたのかははっきりし

ない。しかし、この情報を覚えておけば、後で必ずつながる情報が出てくる。

今、真贋論争をしても無意味

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日9:15

AKIRA 2024さんがリツイート 
星と星座を語るクルークbot @starsklug · 6月13日 
大気中で核実験をすると、オーロラが発生することがある。人工オーロラの発生実験はNASA
が1969年に行ったけれど、核実験のオーロラはそれ以前に観測されたんだ。
だけどそんなもの、美しくもなんともないな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日9:22
AKIRA 2024さんがリツイート 
Gary Seven @aegis369 · 22時間22時間前 
郡山でオーロラが見られる？？？

http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150903 
「画像を加工した」と告白する画像の方こそ加工したっぽいのと、デマだと喧伝しているアカウ

ント自体が怪しい。仮にデマだとするとアカウントごと削除する理由がない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Isibasi @Cisibasi · 23時間23時間前 
@cxjr @akira_pt4ever 
そもそも、科学で解明されていれば、噂になることも無い。

つまりは、噂を打ち消すのに科学を持ち出す連中が一番信用できない。

とってつけたように、噂を打ち消そうとするのは偽科学たる所以。
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（９月３日）　ルセフ・エル・テクマトマロリウ。

http://85358.diarynote.jp/201509030914177035/

めも

2015年9月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
ルセフ・エル・テクマトマロリウ。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月3日11:08
長すぎてメモらないと

覚えていられない。(^_^;)

てかたぶん、メモったことすら忘れる…(^。^;)
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（９月３日）　新相棒、スナフキン。

/tmp/puboo/118516/421091/21916a860b774307f02f/15494/epub/OEBPS/image/85358_201509031102249877_1.jpg

新相棒。(^_^;)
2015年9月3日 ダイエット
 
（詳細後述）。…(^_^;)…

まぁとりあえず、予定通り、

スナフキンと命名…

(^。^;)
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2017年11月18日18:25
先週「廃車」に出しました。（＾＾；）

短いご縁でした…★
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日18:30
…どうもね。ｗ（＾＾；）ｗ

体重が６０kgを超えると「自転車をとりあげられる」（－－；）
体重が５８kgまで減ると「自転車が安く手にはいる」！（＾＾）！

らしいよ…ｗ（＾へ＾#）ｗ…☆
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（９月３日）　まさに「予言的」漫画なわけですが…

http://85358.diarynote.jp/201509032359575312/

２００９年の発行かよ…！？
2015年9月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (8)
 

　

 
ぅわ…(・_・;)
さすが高橋しん…
ヽ（・＿・；）ノ

まさに「予言的」漫画なわけですが…
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E8%8A%B1%E3%81%A8%E5%A5%A5%E3%81%9F%E3%82%93_%E8%8A%B1%E3%81%A8%E5%A5%A5%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81
『花と奥たん』

…いま、みんな、「すでに喪われた日本国」を、いまだに認められずに…、

毎日、ばんごはん、つくってるんだねぇ…

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
「カリフォルニアからアラスカまで西海岸が何十億ものクラゲの死体で覆われる。」

「カリフォルニアからアラスカって３５００ｋｍくらいあるんだけど。この西海岸の

生き物を壊滅させたってか。」

http://benzaiten.dyndns.org/roller/ugya/entry/westcoast-death-rate … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/639477610976702464/photo/1

おまけ。

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT300UP】 人間のワーキングメモリーは一度に四つまでしか処理できないことが判
明（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52199837.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/639432712902672385/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=bdkVzkIGjp0
Counting Stars - OneRepublic (violin/cello/bass cover) Simply Three 

AKIRA 2024さんがリツイート 
! ? @Takaoyohey · 2013年10月17日 
徳島県展のデザイン部門で県知事賞を受賞した方のデザインが意味深。

日本の国旗の裏を捲ってるのだが、よく見るとウラとは原発で。

『オモテナシニハ、ウラガアル』 
https://twitter.com/Takaoyohey/status/390773388026716160/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=zvcJMlIFW9A
Demons - Imagine Dragons (violin/cello/bass cover) - Simply Three
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そして雨。(-"-;)
降水確率なんてまったく無視する勢いでベクレ雨。(∋_∈)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日8:56
cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前  
cmk2wlさんがリツイートしました cmk2wl
陸上でコバルト６０検出　浪江北幾世橋　県「健康影響ない」

福島民報 9月3日「福島県浪江町北幾世橋地区で実施した土壌調査で、放射性物質のコバルト６０
が検出された。」

なんなのこれ。東京渋谷で2012年に検出されてるのに。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日8:59
cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 10時間10時間前  
t-mariさんがリツイートしました BBC Trending
白斑のモデルや女優を増やし、社会に対して差別化是正を訴えるメデイアの動きが露骨になって

きた。白斑の若者が激増する背景には、決して追及の手が及ばないよう配慮しつつ。

 

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「浜岡原発の反対運動の集会で、集まった人たちに私が言ったのは、「事故が起きたら、道路が

渋滞するので絶対に逃げられない」ということでした。

その話をすると、全員が下を向いてしまいました。人間は本当のことを言われると、聞きたくな

くなるものです。」広瀬隆　ダイヤモンド・オンライン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日9:01
cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
東電が「本当の放出量」を伝えていれば、アメリカ、カナダの人たちは種の保存のためにシャチ

を捕獲してヨーロッパ近海に移送していたかもしれない。

小手先で誤魔化そうとする東電のせいで、全てが手遅れになっていく。

責任は重大だし、罪を免れることはできないし、因果の歯車はまわってくる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日9:11
AKIRA 2024さんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 21時間21時間前 
『地獄への道は善意で舗装されている』

http://sekaitabi.com/roadtohell.html 

無邪気な善意の人々が、「ちょっと待てよ」と自分で立ち止まって考えるのではなく、言われる

がままに誘導され、善意と信じた行為を実行することで、人々を地獄へ招く行為に自覚なく加担

してしまってる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日9:18
AKIRA 2024さんがリツイート 
四国直送野菜便 @deepsouthkaifu · 17時間17時間前 
先日も大阪に出向き大手老舗デパート始め黒門市場や老舗お好み焼き屋横には群馬や福島さん

のキャベツのカートンが山々。デパートは産地まったく気にしてません。市場、店舗も同様で

した。以前より酷くなってます。マスク着用率ほぼ０です。東京も何ら変わりませんし、むしろ

、虚構のなかの住民です。

AKIRA 2024さんがリツイート 
rie007 @rijena · 6月16日 
皮肉にも放射能のお蔭で本当に大切なものが見えるようになった。

洗脳も解けた。

311前と見えてる世界がまるで違うよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日9:20

AKIRA 2024さんがリツイート 
とっとりん @hibakukihi · 21時間21時間前 
与えられた情報に対する姿勢の問題。自分が知りたくない事については自主的に情報を遮断して

しまっている。これも一種の「バカの壁」です。

養老孟司著「バカの壁」

その壁の破壊方法はありませんか？

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/
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9月4日9:24

AKIRA 2024さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 9月2日 
千葉・柏の超汚染地帯のド真ん中に、国立がん研究センター東病院があって、多くのガン患者が

入院、治療を受けている。いまや受けてるのは、ガン治療なのか、それとも被曝を目一杯する事

なのか、微妙。あまりに皮肉だ

http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/a37a05456633aa831605ba7bff8bac36 … …

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 23時間23時間前 
科学的ではない噂で自分は怖がらないし動かないと自任している人は本当の脅威においては科学

はその脅威を隠す方にしか使われない厳然たる史実を知らない。科学的に危険だとその人が知る

ときは訴訟を起こす能力すら奪われた後だと言うことが分かればそのような発言はできない。　

 
 

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201509032359575312/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150903/85358_201509032359575312_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150903/85358_201509032359575312_3.jpg


（９月４日）　判断が分かれたら、自分の直感にしたがうこと。

http://85358.diarynote.jp/201509040907302025/

「救済になんか行けないよ。事故が起こったら、まず自分が逃げ

なければならないから」／判断が分かれたら自分の直感にしたが

うこと。

2015年9月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「タイムリミットはあと1年しかない」広瀬 隆

https://twitter.com/2ch_NPP_info
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 

（前項参照）

https://www.youtube.com/watch?v=tE_7Yx3p5kE
あまちゃんオープニングテーマ高音質 

おはようございます。

０８：１７。

http://85358.diarynote.jp/201509040907302025/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509040907302025/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150904/85358_201509040907302025_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=tE_7Yx3p5kE


札幌の気温２０℃。

昨日の予報を完全に蒸し…じゃない、無視した、降水確率９０％の土砂降り。
（－－＃）

バイトは遅番。

買ったばかりの自転車は、ベクレさせないように屋内収納しようと思っていたからこその「折り

畳み」だったのに…
重量１５kgという意外な重さに屋外放置したら、あっという間に雨ベクレましたね…（〜〜；）
…

ごめん。新相棒。

きみとは、短命に終わりそうな気がするねぇ…

AKIRA 2024さんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi · 9月2日 
粒子放射線による樹脂劣化が産業機能に打撃を与える可能性

http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150902

…お？札幌駅の自由通路か？（＾＾）ｇ
https://www.youtube.com/watch?v=rdTM7h2dLMs
あまちゃんオープニングテーマ（ロングver.） 札幌日本大学高等学校吹奏楽部 

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09月04日（金）【当日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.043 0.039 0.040 6 
03:00 0.042 0.040 0.041 6 
04:00 0.041 0.039 0.040 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6

…「更新が遅れてる」から、今、線量アガッテルんだな…

http://d.hatena.ne.jp/Takaon/20150902
https://www.youtube.com/watch?v=rdTM7h2dLMs


https://www.youtube.com/watch?v=GQE_xga_l1s
あまちゃんOPテーマ（ピアノ）ロングver　上級 

特務機関NERV @UN_NERV · 35 分35 分前 
【兵庫県で竜巻か】

南部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。

兵庫県では、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

。

神戸地方気象台は兵庫県に竜巻注意情報を発表しました。04日09:20まで有効。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 36分36分前 
今日の犬吠埼 9/4 8:27 曇 8/28〜紫色継続中
ライブカメラ→ http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/639581066454429696/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 52分52分前 
名無し：2015/09/04(金) 08:11 ID:XXXXXXXX
うわ 
崩落してるぞ

https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/639583533434994688/photo/1
#箱根山で小規模な斜面崩落ｏ土石流に注意 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 1時間1時間前 
『黄色い粉は、関東にも札幌にも福岡でも見られた。〜空から黄色いジャップを消毒

しているよ』

⇒ http://amba.to/1OeosoQ 
ケムトレイル関係者が内部告発し

英国政府も米国政府もその事実を認め

元FBI支局長がケムトレイル散布を止めるよう要請。
日本人は陰謀論扱い。

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 2時間2時間前 
全ての放射性物質は空気に晒されて酸化すると黄色く変化する

ストロンチウムは銀白色から黄色に。プルトニウムは銀色から黄褐色に。セシウムは

https://www.youtube.com/watch?v=GQE_xga_l1s
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/639581066454429696/photo/1
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/639583533434994688/photo/1
http://amba.to/1OeosoQ


もともと黄色がかった銀色。

つまり天津大爆発の光景は、そのまんま。 
https://twitter.com/akoakoakochang/status/639351403912126464/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
太平洋サバ資源にも懸念＝中国漁船が急増—水産庁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150903-00000142-jij-pol …
太平洋のフクイチ汚染の結果を中国人民が自分たちの身体で実験してくれるわけだ

私の測定で、静岡産カツオで3Bq/Kg程度だが問題は測定不能のスロトンチウム９０だ

AKIRA 2024さんがリツイート 
まゆ 084@mayu · 9時間9時間前 
メキシコで黙示録的な雹（ひょう）嵐。４名が死亡：地球の記録

http://119110.seesaa.net/article/425268928.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
震源地：東京湾になってるけど

正確には東京湾の外だね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/639460851276091393/photo/1
09月03日 23時51分ごろ　（震源地：東京湾）（北緯35.123度、東経139.781度、深
さ43.3km）マグニチュード2.5の地震。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
09月03日22時47分
桜島：爆発的噴火　（噴煙：火口上1400m：海抜7300FT　昭和火口：弾道を描いて飛
散する大きな噴石：5合目）
気象庁火山観測報・第2報
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150903225741_506.html
…

あさくら彩華堂（フルーツ王子） @arthurclaris · 10時間10時間前 
はい、これも妄想。倒壊してないし、きちんと厚い鉄板を敷き詰めて溶接した上で

クローラクレーン使っています。 RT @MiraieforChild: フクイチのクレーンが倒壊。現
場の地面は、グチャグチャの沼みたいになっているんだろうな

。http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12066625714.html …

https://twitter.com/akoakoakochang/status/639351403912126464/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150903-00000142-jij-pol
http://119110.seesaa.net/article/425268928.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/639460851276091393/photo/1
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150903225741_506.html
http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12066625714.html


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Update: Earthquakes @Earthquake_rt · 12 時間12 時間前 
RT ST0NES: 日本が大量の濃縮ウランをイランへ提供していたことを示唆する証拠
:http://translate.google.com/translate?
hl=&sl=en&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.abeldanger.net%2F2011%2F05%2Fjapan-
earthquake-registered-only-667.html%3Fm%3D1&sandbox=1 …
核311の真相を知られたくない者による介入なのか‥
Google翻訳が出来ない設定にされてますね…
http://www.abeldanger.net/2011/05/japan-earthquake-registered-only-667.html?m=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 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 12 時間12 時間前 
【静岡県大雨】２０時前後から静岡県内で道路冠水しているとのツイートが目立って

きました。静岡県の一部地域には大雨や洪水の警報が発表されています。また、東海

道新幹線は掛川〜豊橋駅間で運転を見合わせています。今後の情報に注意しまし

ょう。 
https://twitter.com/rsq_weather/status/639403107613437952/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
mickey♪ @mickey_ppppp · 14時間14時間前 
宇部興産工場内で建物火災発生…というアナウンスが我が家に聞こえてきました。ど
おやら騒がしい原因はこれらしい。

AKIRA 2024さんがリツイート 
わた @wataru10326 · 14時間14時間前 
宇部興産火災やけえ

家の窓を閉めろとのことです！

AKIRA 2024さんがリツイート 
タイダイ @taidainiconico · 15時間15時間前 
@carapowa1 @mifu1 @ukkayukka 横から失礼します。千葉のチェーンメールについて
ですが、当日チェーンメールが来る前に私の上司から連絡が入りました。内容は爆発

のあった会社に勤める方から直接、上司へ連絡が入り「危険だから雨に絶対濡れるな

」との事で

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 15時間15時間前 

http://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.abeldanger.net%2F2011%2F05%2Fjapan-earthquake-registered-only-667.html%3Fm%3D1&sandbox=1
http://www.abeldanger.net/2011/05/japan-earthquake-registered-only-667.html?m=1
https://twitter.com/rsq_weather/status/639403107613437952/photo/1


「福島第一原発３号機 燃料プールに油流入 冷却中断」
というニュースが流れてまいりましたが・・・

http://linkis.com/www3.nhk.or.jp/news/AkBfk …
３号機って・・・　こうですよ？ 
https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/639370578198052865/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前 
2015年09月03日14時11分
阿蘇山：噴火。　15時00分現在も連続噴火中（気象庁
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150903150217_503.html
…）
8月中旬から、小規模噴火状態だったからね。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月03日 15:03】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月03日 15:00
現象：連続噴火継続

AKIRA @AKIRA23150220 · 21 時間21 時間前 
AKIRAさんがリツイートしました cmk2wl
F1 の現場は人が立ち入れる状況では無さそうです。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
昨日、9月2日未明
フィリピン海プレートの境界の危ない場所でデカいのが起こってるんだよね。

2015年5月30日のマグニチュード8.5の巨大地震の北側の浅い場所が震源。気象庁は陸
地で震度が出ないと公表しないけど、大きな地震

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 24時間24時間前 
@snoopymaygon @momoa_mjlove @yoriyori3 朝から、実写でしつれい。朝シャワー
で綺麗にして、その後、愛犬の散歩したところ。まだリンパ液がだらだらでてい

ます。 
https://twitter.com/kurieight/status/639239373557383168/photo/1

http://linkis.com/www3.nhk.or.jp/news/AkBfk
https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/639370578198052865/photo/1
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150903150217_503.html
https://twitter.com/kurieight/status/639239373557383168/photo/1


AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 24時間24時間前 
今日の犬吠埼 9/3 9:41 濃霧 8/28〜の紫色が継続中
ライブカメラ→ http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/639237084297867264/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
野人 @gogoyajin · 9月2日 
午後から轟音が止まらない。強風には思えないんだが。オーロラ出たり、何か落下し

た音聞こえたり、世も末だな 
https://twitter.com/gogoyajin/status/639005641760108545/photo/1

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月2日 
福島県でオーロラが出たようです。

確か、311の地震の時も震源地近くで緑色の光が見えたような気がします。
いやな感じがします。

思い過ごしであれば、いいのですが。 
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/639052415757475840/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 9月1日 
政府が何が何でも隠そうとしたのは3月15日夜の飯舘村汚染ではなく、その前、3月15
日朝の東京への放射性プルーム襲来。

https://www.youtube.com/watch?v=bH9OA5Qymgw
2013 夏の甲子園　準々決勝　延岡学園の応援　魔曲あまちゃん 

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「倉庫の中にどのような薬品が保管されていたかなどについては、永遠に謎のままで

あろう。時間が経つにつれ、人々は自分とは関係のないことだと事故のことを忘れ、

事故は徐々に風化していく。（略）今回ババを抜いたのはあそこに住んでいる人々だ

ったと納得し、忘れ去っていくのだ。」JBpress

cmk2wl @cmk2wl · 13 時間13 時間前 
「今回、天津の港で大爆発が起きた。爆発した化学薬品の倉庫の近くに住む1万7000戸
の住民は一瞬にして平和な生活を破壊された。彼らも犠牲者となったわけだが、中国

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/639237084297867264/photo/1
https://twitter.com/gogoyajin/status/639005641760108545/photo/1
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/639052415757475840/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=bH9OA5Qymgw


政府による最終的な解決は「問題の風化」である。」JBpress

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「核実験と原発事故は違うのでは？　と思われがちだが、中身は同じ200種以上の放射
性物質。福島第一原発の場合、3号機から猛毒物プルトニウムを含む放射性ガスが放出
されている。これがセシウムよりはるかに危険度が高い。」広瀬隆

ダイヤモンド・オンライン

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
この8月に川内原発に行ったとき、バスの運転手さんと、事故が起きたとき周辺の住民
が逃げられるかどうかの話をしました。そのとき彼が「できるわけない。俺たちが行

かないんだから」と言うのです。「救済になんか行けないよ。事故が起こったら、ま

ず自分が逃げなければならないから」と。広瀬隆

https://www.youtube.com/watch?v=wPwPzZol9v4
11回裏サヨナラ、延岡学園のアルプススタンド あまちゃん〜校歌 

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
”良心をもたない人たち”　マーサ・スタウト著
・世の中には文字通り良心のない人たちもいるという、苦い薬を飲みこむこと。

・自分の直感と、相手の肩書——教育者、医師、指導者、動物愛好家、人道主義者、

親、が伝えるものとのあいだで判断が分かれたら、自分の直感にしたがうこと。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 20時間20時間前 
お口直しに

まるでオーロラ　山並みにベール状の虹／十和田

デーリー東北新聞社 9月3日(木)11時46分
十和田市で目撃されたオーロラのような虹＝2日午後2時20分ごろ、十和田市深持の駒
っこランド駐車場から撮影（伊藤壽紀さん提供） 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/639291829049933825/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=tt2NIDtp-Ls
Rolling in the Deep - Adele (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

https://www.youtube.com/watch?v=wPwPzZol9v4
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/639291829049933825/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=tt2NIDtp-Ls
https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU


https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
Fix You / Clocks - Coldplay (violin/cello/bass mashup) - Simply Three 

https://www.youtube.com/watch?v=ToHjFMz25Ew
Latch - Sam Smith (violin/cello/bass cover) - Simply Three

https://www.youtube.com/watch?v=ZJpVNp4-1nc
Cold War / Tightrope - Janelle Monáe - Simply Three ft. Kellindo & Glen McDaniel 

…また、音匣がいっぱいになっちゃったよ…☆

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

 
  
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月5日8:30

AKIRA 2024さんがリツイート 
たろうパパ @G_1010 · 9月3日 
@oldblue2012 @Mrsmyu 宇部興産といやぁ北九で焼いた福島の瓦礫の灰をセメントに練りこんで
素知らぬ顔して販売しているあのセメント会社ですな！

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToHjFMz25Ew
https://www.youtube.com/watch?v=ZJpVNp4-1nc
http://85358.diarynote.jp/
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（９月４日）　智神と機転。

http://85358.diarynote.jp/201509041138377569/

知神の献身。（宇宙史逆走）

2015年9月4日 リステラス星圏史略　（創作）
　

ヨーリアール・ウェイドアール・バフン。

《最高学府》宇宙工学部惑星改良学在籍。

いわゆる武闘派（体育会系）の間では団体戦指揮を得意とする知将として知られ、近接格闘技に

おける全勝王グァヒィギルの唯一のライバルにして親友でもあるが、４界分割時に第３界の副主

神の座を選ぶ。

知神ヨーリャ、また治水神の名で慕われるが、２界軍侵攻時に女神マライアヌの夫でもある人王

を庇って落命。

この知らせの衝撃でグァヒィギルは正気にかえったと言われる。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509042202402657/

機転の帰天。（宇宙史逆走）

2015年9月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

ホセ・ホァン・ゴンファノール。【自称】ドン・ファン。

《最高学府》人間関係学部実技ならびに国際外交史学科主席。

４界分割に際し第１界への参画を希望するも資格要件を満たさず。それではと第２界主神参謀の

肩書きを得る。

グァヒィギル暴走の果てに自裁を選ぼうとした時、制止能わずと診て神格階層をすべて無視し

てワァガマンマに直訴。 
    

コメント

http://85358.diarynote.jp/201509041138377569/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201509042202402657/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月4日22:31
　

ために４界の崩落を寸前で食い止め得た…という史実を、
本人が得意満面で吹聴して歩かなければ、もう少し、

神望が上がると思うのですが…（笑）。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509042344595762/

奇行の機構。（宇宙史逆走）

2015年9月4日 リステラス星圏史略　（創作）
　

ケッテルー・テウンケレッ・ハヴレン。

通称テウレ・ケ・テウレ（変人中の変人！）。

《最高学府》有数の学究変人。

亜空界卵分割拡張増幅器と幻霊実身命化謄転写装置の創案者。

その昔、竹中尋人と呼ばれていたことがある。

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201509042344595762/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（９月４日）　（人をたえず傷つけておきながら同情を買おうと大げさに働きかけてく
る相手に、ついほろりとすることが多い場合、あなたはサイコパスとかかわっている可
能性が高い。）

http://85358.diarynote.jp/201509050153387708/

…すいませんね〜ぇ…★
2015年9月5日 家族・子育て コメント (3)
　

　

ついでに今、睡眠障害ですワ…
(-_-#)

 
   
 

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9月5日8:14
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
”良心をもたない人たち”
・治らないものを、治そうとしないこと。（相手は変わらない）

・同情からであれ、その他どんな理由からであれ、サイコパスが素顔を隠す手伝いは絶対にしな

いこと。

・自分の心を守ること。

・しあわせに生きること

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
”良心をもたない人たち”
・人に同情しやすい自分の性格に、疑問をもつこと。

（人をたえず傷つけておきながら同情を買おうと大げさに働きかけてくる相手に、ついほろりと

することが多い場合、あなたはサイコパスとかかわっている可能性が高い。）

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
”良心をもたない人たち”

・必要なときは、尊敬の意味を自分に問いなおすこと。

・ゲームに加わらないこと。（人の心をあおるのは、サイコの手口）

・サイコパスから身を守る最良の方法は、相手を避けること、いかなる種類の連絡も絶つこと。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
”良心をもたない人たち”
・どんな種類の関係であれ、新たなつきあいがはじまったときは、相手の言葉、約束、責任につ

いて、「3回の原則」をあてはめてみること。（嘘が3回ないかどうか）
・権威を疑うこと。

・ 調子のいい言葉を疑うこと。

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9月14日10:36
カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT2900UP】 能力の低い人ほど根拠のない自信に満ちあふれている。「ダニング＝クルーガー
効果」とは？ http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191924.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/643123247815331841/photo/1

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日23:49
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
抜粋な。

死ぬ直前に後悔する「5つのこと」
1.期待に応えるよりも、“自分らしく”生きればよかった
2.あんなにがむしゃらに働かなくてもよかった
3.言いたいことを我慢せずはっきりと口に出せばよかった
4.もっと友達と連絡をとればよかった
5.もっと自分の幸せを追求すればよかった
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/karapaia/status/643123247815331841/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月５日）　人間を　生かす　のが情熱…そして熱狂だ！

http://85358.diarynote.jp/201509050251283729/

リステラスだし！┐(’〜`；)┌
2015年9月5日 リステラス星圏史略　（創作）
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509050744473540/

アンの世界地図~It’s a small world~ 1(ボニータコミックス)

2015年9月5日 読書
　

前２項目これね。＞

重要参照ｗ
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http://85358.diarynote.jp/200909210034175379/

いや、明日の帰りに３巻も定価で買って来ようかな。と…
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（９月５日）　この世はまだまだ悪くなるから、神も仏もこの世には居らぬのざといふ
ところまで、とことんまで落ちて行くぞ。

http://85358.diarynote.jp/201509050836499343/

もう日本では家は建てられないな／ひんぱんに足がつる人が急増

している／細胞を破壊し始めると出る症状。

2015年9月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
御用学者どももよくご存知で。http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:8lcuT2Id-4wJ:www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-
h140901.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=jp …
（原発事故後の）森林は放射性物質を保持する生態系であると考えられ、放射性物質

による森林への影響は深刻かつ非常に長期にわたる。

☞http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140901.pdf …
もう日本では家は建てられないな。

https://www.youtube.com/watch?v=N-YuSKeFMxY
2CELLOS - Wake Me Up - Avicii [OFFICIAL VIDEO] 

http://85358.diarynote.jp/201509050836499343/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140901.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N-YuSKeFMxY


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18 分18 分前 
09月05日：02時18分
桜島・爆発的噴火。

今までと違い、明らかに２つの方向へ噴き出してる状態。 真ん中が塞がれてる感じ？
　もしくは２カ所からの噴出。昭和火口。

気象庁

：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150905022821_506.html
…

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
ずっと東京にいたけれど、こんな雨と虹は見たことがない。

http://mainichi.jp/movie/movie.html?id=896375746002 … 
https://twitter.com/cmk2wl/status/639898124933271552/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 8時間8時間前 
また紫色か〜

〜

米国オレゴン州沿岸に押し寄せ続ける「原因のわからない紫色の波」

http://119110.seesaa.net/article/425142311.html …
オレゴン州では、海の生き物の大量死が続いている 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
桜島：09月04日
・19時34分：爆発的噴火
・20時14分：爆発的噴火（噴煙：火口上1600m・弾道を描いて飛散する大きな噴石：4
合目）

気象庁火山観測報

（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150904202519_506.html
…） 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
季節の変り目を狙う、いつもの気象操作か‥。あるいは、#東電の原発事故 5年目にし
て地下に潜った3000℃の核燃料が、既に広範囲の地下水脈を沸騰させる勢いで雨雲が
発生しやすくなっているか‥どうよ？工作員。@nhk_news 都内で突風か 非常に激し
い雨おそれも2015年09月04日

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150905022821_506.html
http://mainichi.jp/movie/movie.html?id=896375746002
https://twitter.com/cmk2wl/status/639898124933271552/photo/1
http://119110.seesaa.net/article/425142311.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150904202519_506.html


AKIRA 2024さんがリツイート 
sakakura @aoinoir · 13時間13時間前 
@onodekita　早くもインフルエンザで学級閉鎖。松山市内の某中学校１年１組
。http://www.saibi-heisei.ed.jp

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 13時間13時間前 
口の中の血豆

食(煎餅)で強烈にべクれたとたん、痛みもなく出血しました。
血豆の位置も大きさもソックリ。

https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/639742380099305472/photo/1
喉の奥から血のニオイが上がってくることがあります。

口腔内だから見えるだけです。

体内(内臓)でもこうして出血しています。 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました amaちゃんだ
名無し：09/04 11:03
tokaiamada
ひんぱんに足がつる人が急増している

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

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 14時間14時間前 
『首都圏の人は全員被曝しています。』 http://amba.to/ufm8ZY 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました ♡えりりん♡
名無し：09/04 11:11
eririn_527
3ヶ月振りに東京に来てビックリ。3ヶ月前と大きく違う事に気付きました。ビル、建
物内、空気全部が『黒い』！！！生まれてから今年4月まで東京だったので、この違い
はすぐに分かりました！

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 

http://www.saibi-heisei.ed.jp/
https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/639742380099305472/photo/1
http://amba.to/ufm8ZY


名無し：09/04 17:39
先日、タケシの健康番組を見たら、新型認知症としてアルツハイマーでないうつ病に

よる認知症が紹介されていた。頭痛、心臓の痛みその他さまざまな症状があり、自分

が癌など大病でないかと言う妄想、悲観したりする、ということだ。…被ばく隠しす
る目的だと推測する。

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2015年09月04日 16:35】
関東地方を中心に、４日夜遅くにかけて、局地的に雷を伴って激しい雨が降るでし

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。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。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【東京都 気象情報】
東京地方では４日夜遅くにかけて、雷を伴った１時間に６０ミリの非常に激しい雨の

降るおそれがあります。

あす１５時までの２４時間に予想される降水量は、多い所で１００ミリに達するでし

ょう。

ひょうの降るおそれもありますので農作物や農業施設の管理に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【東京都 気象情報】
東日本の上空約６０００ｍには、氷点下９度以下のこの時期としては強い寒気が流れ

込んでいます。関東地方では地上付近の気温の上昇も加わって大気の状態が非常に不

安定となっており、東京地方の所々で積乱雲が発達しています。この状態は、４日夜

遅くにかけて続くでしょう。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【東京都で竜巻か】

東京地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。

東京都では、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

。

気象庁予報部は東京都に竜巻注意情報を発表しました。04日15:20まで有効。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
箱根：小規模な斜面崩落。

土石流に注意をと呼びかけ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/639673017543450624/photo/1


https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/639673017543450624/photo/1
「国土交通省関東地方整備局は３日、火口周辺の２カ所で小規模な斜面崩落を確認。

火山灰の堆積も認められたと発表した。土石流の発生に注意してほしいと呼び掛けて

いる」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
4日未明の福島沖の、Mの大きな地震は、気象庁やNIED、USGSなど、震源地の誤差が
あるけど、ほぼ「アウターライズ震源域」の地震

揺れ方が「いつもと違う。3.11のようにゆっくり長く揺れた」と言ってる人が多い。早
朝に三陸沖でも地震　

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
桜島

9月4日：深夜と早朝にも爆発的噴火
9月は今日までに7回の爆発的噴火。8月に噴火警戒レベルが上げられてから、突然、沈
黙（昭和火口）し始め、噴火警戒レベルが引き下げられた途端に目覚め出したけど、

南岳山頂火口は沈黙のまま。

AKIRA 2024さんがリツイート 
すもも 原発いらない！ @sumomo329 · 22時間22時間前 
@akira_pt4ever @buick54aki 
先日はお台場のライブカメラがピンク色だったなぁ・・

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 22時間22時間前 
AKIRA 2024さんがリツイートしました 
竜巻の投稿写真に沸いてくるメディア

https://twitter.com/punigal/status/639567653581885440 …
このツイートはありません

AKIRA 2024さんがリツイート 
きみーはむはむ（official） @wkbyskmo · 23時間23時間前 
最近、毎日のように交通情報で「横転事故」って聞くなぁ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
みきたろ @BMikiki · 9月3日 � 北海道 函館市 
最近まじで函館横転事故おおいなww
どやったら横転すんの

https://twitter.com/punigal/status/639567653581885440


AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9月3日 
@youkai_mommy もう始まってますけど、大惨事が表面化するって意味でしょう。
集団失明が起こると思います。

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 9月3日 
「苔」とか「カビ」って放射性核種すきなのかもね。

某焼却場敷地内の苔の上(０センチメートル)の放射線量は高かったもんね。
３１１後にカビが増えてるってそういうことだと思っているぽ。

空港がカビくさいとか・・　末期症状だよね。

カビと苔が放射能汚染から日本を救うのかもしれん。(棒)

bit.ly /WotNukesさんがリツイート
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9月2日 
あるいは、やはりオーロラとはチェレンコフ光だったとか。

@jumpilikeyou

https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA
Michael Meets Mozart - 1 Piano, 2 Guys, 100 Cello Tracks - ThePianoGuys 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し：09/04 09:09
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201509/20150904_61013.html …
避難解除＞楢葉あす帰還開始 全町対象は初
政府…福島県楢葉町に出している避難指示を５日午前０時に解除する 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/639610348769644545/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
かあこ 0@nigiri_3_ · 22時間22時間前 
なんで？東京都が核戦争に対応し始めてる…Σ(ﾟДﾟ) - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2144115633943088901 …

AKIRA 2024さんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201509/20150904_61013.html
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/639610348769644545/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2144115633943088901


岡本天明・日月神示全文bot一 @Tenmei_okamoto · 8月16日 
この世はまだまだ悪くなるから、神も仏もこの世には居らぬのざといふところまで、

とことんまで落ちて行くぞ。九月に気をつけよ、九月が大切の時ぞ。臣民の心の鏡

凹（くぼ）んでゐるから、よきことわるく映り、わるきことよく映るぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=LV5_xj_yuhs
Rockelbel’s Canon (Pachelbel’s Canon in D) - 4 Cellos - ThePianoGuys 

あはは☆　最高ｗｗｗ

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=LV5_xj_yuhs
https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY


（９月５日）　地獄の大魔王エル様の手先！

http://85358.diarynote.jp/201509051020448262/

新相棒。（第２話）

2015年9月5日 ダイエット コメント (2)
　

…「ら
くらく通勤サポートツール♪」と期待していた新・相棒…

しかしてその実態は…、

地獄の大魔王エル様の手先！

…「加圧有酸素な筋トレ強化グッズ」なのであった…！

（続く！）

 

http://85358.diarynote.jp/201509051020448262/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201509051020448262/


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月5日10:35
　

先代ロシナンテちゃんなら２５分で快走していた距離が４５分！

汗だくだく！

筋肉ガクガク！(`ヘ´)！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月5日14:57
　

座ったまま、体がぐらぐらしてくるぐらいの激烈異様睡魔。

(∋_∈)
地震かプルームか…
フロア内は咳の音。

半数ぐらいが半病人。(・_・;)
 
 

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


（９月５日）　お正月のような豪華品数メニューで…５６３円！

http://85358.diarynote.jp/201509052135496493/

あれ…？…(^。^;)…
2015年9月5日 ダイエット コメント (4)

　

いや…(^_^;)…

スナフキンと闘って、

疲れたし…！！
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月5日21:58
家までモタナイ…！(^。^;)！

http://85358.diarynote.jp/201509052135496493/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201509052135496493/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


とか言いつつ、帰りにアリオに寄って無料空気ポンプを借りてスナフキン君のダイヤ圧を補正し

たら、

だいぶ走行性がマシになってくれました…
…(^O^)…
 
たんに「おなかがすいてた」んだね…スナフキン！

゜゜゜(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月5日22:00
ちなみにこの

誕生日か

お正月のような、

豪華品数メニューで…

５６３円！o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月5日22:48
先ほど無事帰投。

札幌１７℃。曇天。乾燥無風。

線量０.０３９μ。

水道水のみ注意回避。

体力限界。(^。^;)
ばたんきう〜…★ （死語？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月6日7:25
あ、めにぅは、

・菜っ葉と卵の炒め

・キャベツと玉ねぎと（少し豚肉と人参）の炒め

・オクラ納豆

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


・野菜たくさん豚汁（肉少し）

・ミニめし

です…（＾ｗ＾）ｇ
 
 



（９月６日）　…さっ♪　今日も、美味しいものを食べて、いっぱい漫画を読むぞ〜っ
♪

http://85358.diarynote.jp/201509060756401599/

９月６日の朝記。

2015年9月6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=6xfS_GqbThA
2CELLOS - Resistance [LIVE at Arena Pula] 

おはようございます。

０７：２７です。

札幌は…１５℃！（＠＠；）！
晴れだか曇りだか判らない白い空。

無風。乾燥。…寒いです…☆
||||（＾＾；）||||

昨日の「通勤スナフ筋トレ」のおかげで太モモが「痛筋」…（＾＾；）…なほかは元気です。

やはり昨夜の「お野菜もりもり投入！」作戦が効きましたね…♪

https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4

http://85358.diarynote.jp/201509060756401599/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509060756401599/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509060756401599_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509060756401599_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509060756401599_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6xfS_GqbThA
https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4


最遊記　OP　FOR REAL 

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M4.9】KURIL ISLANDS 57.8km 2015/09/05 23:00:39JST, 2015/09/05 14:00:39UTC
(G)http://j.mp/1Qgaxjz (USGS)http://j.mp/1QgaxzO

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 57.2km 2015/09/05
22:54:27 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JW62Fs (USGS)http://j.mp/1KRXuEC

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.9】KURIL ISLANDS 47.1km 2015/09/05 22:16:10JST, 2015/09/05 13:16:10UTC
(G)http://j.mp/1UyG8xt (USGS)http://j.mp/1Qg67sY

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 �
【M4.1】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 33.7km 2015/09/05 21:56:54
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1UyFYWS (USGS)http://j.mp/1UyG00O

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.5】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 39.0km 2015/09/05
22:04:34 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1JW1nDw (USGS)http://j.mp/1JW1nTX

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 43.3km 2015/09/05
19:25:57 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OkIz4U (USGS)http://j.mp/1IQ41K1

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 35.0km 2015/09/05
19:54:31 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1VER66Y (USGS)http://j.mp/1M1sHXz

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 35.0km 2015/09/05

http://j.mp/1Qgaxjz
http://j.mp/1QgaxzO
http://j.mp/1JW62Fs
http://j.mp/1KRXuEC
http://j.mp/1UyG8xt
http://j.mp/1Qg67sY
http://j.mp/1UyFYWS
http://j.mp/1UyG00O
http://j.mp/1JW1nDw
http://j.mp/1JW1nTX
http://j.mp/1OkIz4U
http://j.mp/1IQ41K1
http://j.mp/1VER66Y
http://j.mp/1M1sHXz


19:36:44 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1VEQiih (USGS)http://j.mp/1JVMC3o

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.5】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 35.0km 2015/09/05
18:58:43 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LaJZLZ (USGS)http://j.mp/1LaJXDT

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 恵庭市 
【M3.4】胆振地方 深さ146.5km 2015/09/05 19:22:27
(G)http://j.mp/1UywEC8 (Y)http://j.mp/1UywECa (アニメ)http://j.mp/1LaJCRO

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 40.3km 2015/09/05
16:11:36 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LaJi5i (USGS)http://j.mp/1VEN7ay

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 42.3km 2015/09/05
18:11:18 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1VEL1HA (USGS)http://j.mp/1hJYQp6

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 40.3km 2015/09/05
16:07:44 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Xtjyus (USGS)http://j.mp/1LaGZPW

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M5.4】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 36.2km 2015/09/05
17:53:23 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1XtftXd (USGS)http://j.mp/1XtfvOP

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 40.0km 2015/09/05
17:30:20 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Xtco9p (USGS)http://j.mp/1XtcpKo

http://j.mp/1VEQiih
http://j.mp/1JVMC3o
http://j.mp/1LaJZLZ
http://j.mp/1LaJXDT
http://j.mp/1UywEC8
http://j.mp/1UywECa
http://j.mp/1LaJCRO
http://j.mp/1LaJi5i
http://j.mp/1VEN7ay
http://j.mp/1VEL1HA
http://j.mp/1hJYQp6
http://j.mp/1Xtjyus
http://j.mp/1LaGZPW
http://j.mp/1XtftXd
http://j.mp/1XtfvOP
http://j.mp/1Xtco9p
http://j.mp/1XtcpKo


地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.6】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 36.9km 2015/09/05
17:24:35 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Xtbtpy (USGS)http://j.mp/1VEGwNc

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 35.0km 2015/09/05
16:42:41 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ut6g1P (USGS)http://j.mp/1QfHJYt

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M4.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 43.9km 2015/09/05
16:32:24 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ut5F0a (USGS)http://j.mp/1QfHeNZ

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M4.7】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 41.7km 2015/09/05
16:20:03 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ut4X37 (USGS)http://j.mp/1Ut4X3b

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 30.9km 2015/09/05
16:08:49 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1QfG312 (USGS)http://j.mp/1EGUh9R

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M5.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 32.0km 2015/09/05
16:00:03 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1QfEOz0 (USGS)http://j.mp/1Ut3euC

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.5】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 23.0km 2015/09/05
15:32:59 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ut2CoF (USGS)http://j.mp/1QfE5h8

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M5.3】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 40.9km 2015/09/05

http://j.mp/1Xtbtpy
http://j.mp/1VEGwNc
http://j.mp/1Ut6g1P
http://j.mp/1QfHJYt
http://j.mp/1Ut5F0a
http://j.mp/1QfHeNZ
http://j.mp/1Ut4X37
http://j.mp/1Ut4X3b
http://j.mp/1QfG312
http://j.mp/1EGUh9R
http://j.mp/1QfEOz0
http://j.mp/1Ut3euC
http://j.mp/1Ut2CoF
http://j.mp/1QfE5h8


15:34:10 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LQgi5Z (USGS)http://j.mp/1EGRTzQ

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M5.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 50.1km 2015/09/05
15:12:32 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Ut1Esy (USGS)http://j.mp/1Ut1D88

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 青森県 東通村 
【最大震度2】(気象庁発表) 青森県下北地方 深さ約10km M2.4 5日11時28分頃発生 
(G)http://j.mp/1NgwbG3 (気象庁)http://j.mp/1EGthr5

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M4.0】HOKKAIDO, JAPAN REGION 303.8km 2015/09/05 09:47:29JST, 2015/09/05
00:47:29UTC
(G)http://j.mp/1JUKatS (USGS)http://j.mp/1imUoNJ

…さっ♪　今日も、美味しいものを食べて、いっぱい漫画を読むぞ〜っ♪

（え、そのまえにバイト…。）

https://www.youtube.com/watch?v=Vq0cGX6Fe5s
STILL TIME - 徳山秀典
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月6日8:33

AKIRA 2024さんがリツイート 
nori @n_yu_ka · 2月5日 

http://j.mp/1LQgi5Z
http://j.mp/1EGRTzQ
http://j.mp/1Ut1Esy
http://j.mp/1Ut1D88
http://j.mp/1NgwbG3
http://j.mp/1EGthr5
http://j.mp/1JUKatS
http://j.mp/1imUoNJ
https://www.youtube.com/watch?v=Vq0cGX6Fe5s
http://85358.diarynote.jp/
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今、オーロラについての番組を見てたら、核実験があった時にもオーロラが発生するので、オー

ロラの研究は軍事面でも行なわれているとナレーションが入ってビックリ(·_·;
原発事故の時にも発生するのかな…。
 



（９月６日）　眠り病／本人の意識とは関係のない意識の強制的な停止／小児の白血病
と甲状腺の病気が増えていますので、娘さんに保険を。」／変化に気付けるか／大切な
んは自分の心と直感や。

http://85358.diarynote.jp/201509060833217165/

「破滅の日」を迎えた。

2015年9月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月19日 
知り合いのジャーナリストは「首都圏の半分はこの事故が原因で死ぬだろう」と。

避難するなら無駄にならないよう一刻も早く。

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

kyoko @manmaru358 · 22時間22時間前 
ちょっとした変化に気付けるか、その点と点を線で結べるかどうか、それは思考が正

常に働いている証拠。でもそれを認めたくない感情が邪魔をするのかも。関東圏に住

http://85358.diarynote.jp/201509060833217165/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509060833217165_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509060833217165_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509060833217165_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8


む私の友人知人親戚は皆同じ反応。フクイチ事故は知ってる・家族や周囲に不調が

多い・でもみんな普通に暮らしてるよ？と。

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

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
〔フクイチ核惨事　再臨界続く！？〕＜Fukushima Dairy＞ ★ 群馬県の下水処理場の
脱水汚泥から、５〜７月に、放射性ヨウ素１３１を、相次いで検出

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/fukushima-dairy.html#more …

AKIRA 2024さんがリツイート 
Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 8 時間8 時間前 
Ｄe-GaulledeRainbowさんがリツイートしました Syntax
あらま、ニューヨークタイムズの記事見出しが、本当にすごいですね。。。恐怖 
Syntax@SyntaxUGS NYT
すごい記事タイトルだな。

「破滅の日」を迎えた原子力発電所のすぐ近くの町で避難解除。

Japan Lifts Evacuation Order for Town Near Doomed Nuke Plant http://nyti.ms/1hJf0zi

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
9月5日の桜島。
22時現在の（噴火回数は11回）＋（爆発的噴火回数は6回）＝合計16回の噴火。
先ほど（21時08分：今日6回目の爆発的噴火・気象庁
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150905211959_506.html
…） 

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【停電情報 2015年9月5日 22:34】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 横浜市港北区の約50軒で停電が発生してい
るということです。

http://nerv.link/DqumIn

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/fukushima-dairy.html#more
http://nyti.ms/1hJf0zi
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150905211959_506.html
http://nerv.link/DqumIn


【停電情報 2015年9月5日 21:33】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 富士市の約50軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/EieXk6

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 · 14 時間14 時間前 
【NHKスペシャル「巨大災害 MEGA DISASTER Ⅱ」】災害の脅威から命を守る手が
かりを探ります。第1集「極端化する気象」は総合テレビで9月5日（土）夜7時半から
。第2集「大避難」は6日（日）夜9時からです。
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20150905 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
kmnkzt @kmnkzt · 14時間14時間前 
おととい都内の中央区の路上でメジロが死んでいたと思ったら、今日は近所の路上で

スズメが死んでいた。鳥の大量死の前兆でなければいいが、

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 18時間18時間前 
チェルノブイリを凌ぐ汚染を 自動車や東北新幹線が 東京に運んでくる。 そのチェルノ
ブイリの汚染を 東海道新幹線が、名古屋、京都、大阪に汚染を運んでくる。 チェルノ
ブイリ事故では、自動車も重機も撮影機材も 現場に捨てられた。 東電のフクイチ作業
員は、未だに自動車通勤 狂ってる！！！

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 18時間18時間前 
名無し：09/05 00:02
西武鉄道…
https://www.facebook.com/tomoaki.watanabe1/posts/907637762606679 …
私の加入する大手生命保険のセールスレディが来宅。「小児の白血病と甲状腺の病気

が増えていますので、是非娘さんに保険を。」というセールストークが飛び出て、返

す言葉がありませんでした…。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 21時間21時間前 
果樹農家悲鳴　残り半分の桃の木の表面から、キロ当たり４万ベクレルを検出「もう

無理だ」　http://bit.ly/1mNRHCK

http://nerv.link/EieXk6
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20150905
https://www.facebook.com/tomoaki.watanabe1/posts/907637762606679
http://bit.ly/1mNRHCK


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
鹿児島県：口永良部島

9月5日：1時間ぐらい前から大量の噴煙。　気象庁カメラも全景をとらえる為にアング
ルを変えてる。

9月4日16時：気象庁発表（噴火警報・予報： 口永良部島
：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150904160110.html …）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24時間24時間前 
9月5日：桜島
0時23分：噴火
2時18分：爆発的噴火
2時59分：爆発的噴火
3時38分：噴火
5時49分：噴火
5時57分：噴火
6時30分：噴火
7時17分：噴火
8時04分：噴火
活発だった時のペースに戻った。

https://www.youtube.com/watch?v=aRnHWzFYGm8
Saiyuki - Open Up Your Mind 

AKIRA 2024さんがリツイート 
Ken Kameda (亀田 謙) @Ken_Kameda · 6時間6時間前 
チェルノブイリの事故のあとに、チェルノブイリ周辺の人で、受けた健康被害で、一

生を棒に振った、早死した、子孫が著しく病弱になって生まれてきているというよう

な情報は比較的日本語で得られるようになっていると思いますが、

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
なるほどー！#気象操作 の歴史は
コットンの大量生産の歴史と同時進行だったのか！

http://www.youtube.com/watch?v=K6OLsDiO-IA …
ようするに先住民のインディアン（ネイティヴ・アメリカン）を迫害し

黒人を奴隷に働かせることで幌〜ジーンズを開発。

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20150904160110.html
https://www.youtube.com/watch?v=aRnHWzFYGm8
http://www.youtube.com/watch?v=K6OLsDiO-IA


リーバイス社も #イスラエル12支族。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
Devil Sent the Rain Blues
http://www.youtube.com/watch?v=74e3OON-ahk …
Charley Patton
なんつーおそろしいタイトルか。

1929年？気象操作の開発はじまった時代‥
http://twitter.com/ST0NES/status/288193249921888257 …
#WeatherControl

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 15時間15時間前 � 長野県 上田市 
眠り病の発動下では前駆症状がない場合があります。

それが眠り病の発動により数分で意識が薄れ、立ったままでも、運転中でも一瞬意識

が途絶します。

本人の意識とは関係のない意識の強制的な停止。本当に意識が飛びます。

発動条件については絞れてきました。

AKIRA 2024さんがリツイート 
岸辺のアルバム @umitosuzu · 9月4日 
３号機の燃料プールなんかあるわけない、というツイートがいくつもあるけど、その

とおりだと思う。爆発後の３号機の建屋は、当時こんな姿だった。もう一度、目に焼

き付けておこう。 
https://twitter.com/umitosuzu/status/639811762846498817/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
神原将 @shoukamihara · 8月30日 
東京都で10数年、検死に関わってきた人に会った。その方は3.11後ほどなくして西日
本へ避難、移住をしたが、移動するまでの間の印象として、都内であっても放射能の

影響ではないか？と思われる急性症状で亡くなっている方がいたとのこと。これから

詳しく話をお伺いしたいと思います。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月19日 
ひょっとすると、本当にひょっとするとだが、大東京圏3800万人の住民が最終的には
避難することになるのかも知れない。はっきりわかっている人などいるのだろうか？

http://www.youtube.com/watch?v=74e3OON-ahk
http://twitter.com/ST0NES/status/288193249921888257
https://twitter.com/umitosuzu/status/639811762846498817/photo/1


Robert Hunziker
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-ebf6.html …
http://www.counterpunch.org/2015/06/15/whats-really-going-on-at-fukushima/ …

https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL 

AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 9時間9時間前 
科学的な発言例「東日本産の食材は不検出でも食べない。セシウムしか測っていない

から。」

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_ · 9月4日 
福島県に大規模トマト工場　カゴメが全量買取 http://goo.gl/gFKQeZ 
年中栽培・出荷。年間６６０トン。増設も検討。電通も出資。

原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金。工場の社長は元東電執行役員

AKIRA 2024さんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 3月31日 
サイゼリヤへ行って産地確認したらお米の産地がすべて福島　若者の立ち入り禁止⇒

サイゼリヤ　堀礎社長　福島からのコメの調達は1500トン。http://bit.ly/112sCYP

AKIRA 2024さんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2013年9月21日 
おおー！久米宏が東京五輪反対を表明 ！
「最後のひとりの日本人になっても、反対は続けていく」だって♪

　　　ありがとーっ　干されんなよ〜！

http://news.livedoor.com/article/detail/8085018/ …
「数千億円の金を使うんだったら、復興の為に全部寄付すればどうだ。よっぽど勇気

と力をあげられる」

https://www.youtube.com/watch?v=zGXgGq-5sD8
０からの始まり　KOKIA　[FFⅦ AC ED] 

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-ebf6.html
http://www.counterpunch.org/2015/06/15/whats-really-going-on-at-fukushima/
https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI
http://goo.gl/gFKQeZ
http://bit.ly/112sCYP
http://news.livedoor.com/article/detail/8085018/
https://www.youtube.com/watch?v=zGXgGq-5sD8


AKIRA 2024さんがリツイート 
浮き草 @next_door_a_mi · 9月4日 
長期的に見たら、この国はダメだ。

滅亡するよ。

だけど、なぜかそう思っていない人がほとんどで……。
今まで通りの生活だ。

想像力ってものがないんだね。

あるいは生き物としての危機管理能力の欠如。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ハムスターの銀次（川辺石材佐藤の上司） @kawanabesatou · 8月31日 
文太

「他人の意見聞くのは大事。

一般的にはよう言われることやけどな、

ええよ、聞かんで。

ほんまに大切なんは

自分の心と直感や。

それに従うことこそが

大事や。」 
https://twitter.com/kawanabesatou/status/638336910834819072/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=31rDCVe2jIU
0からの始まりKOKIA

https://www.youtube.com/watch?v=HNw7U4BwvhY
KOKIA ／　命の光
 

https://twitter.com/kawanabesatou/status/638336910834819072/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=31rDCVe2jIU
https://www.youtube.com/watch?v=HNw7U4BwvhY


（９月６日）　スナフ筋トレ魔神（マシン）様に改名決定ッ…ｗ　エルさんのイケズ
〜…ッ！

http://85358.diarynote.jp/201509061001277248/

ジャジャ驢馬ならしｗ （新相棒 第３話）
2015年9月6日 スポーツ コメント (4)
　

先代ロシナンテ、快走２５分。

新車スナフキン、力走３０分。

…まぁまぁかな…(^。^;)…

サドルを４cm上げて、
タイヤに空気を足したら、

格段に走行性が良くなりました。！(^。^;)！

…これだから、「ぶっつけ本番通勤」にならないように、
休みのうちに試乗しておきたかったのに…(-.-;)…

エルさんのイケズ〜…ッ！

(｀ε´)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月6日10:28
　

ハンドル高さ調整が出来ない！という想定外事態なので、これ以上はむり。

あとは、私が体重軽くして、

http://85358.diarynote.jp/201509061001277248/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
http://85358.diarynote.jp/201509061001277248/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509061001277248_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


筋肉つけろってハナシね〜…

┐(’〜`；)┌

…やっぱり筋トレマシンじゃねぇか…！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月6日14:53
　

自重１５kgのスペック見といて引き返さなかった私が悪い…？

┐(’〜`；)┌

スナフ筋トレ魔神（マシン）様に改名決定ッ…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月6日20:33
　

バイトは厄日でありました！

┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月7日9:32
cmk2wl @cmk2wl · 9月5日 
予報はさておき、リアルタイムのアメダスでみると関東に東電福島原発からの風が吹いてい

ます。2015年 9月 6日 03時 00分
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509062251285301/

どうせダメなら…

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/201509062251285301/


2015年9月6日 日常
　

いや、買い物運は悪くなかったです♪ てか大漁です♪

o(^-^)o

明日はお休みなので。(^-^)g

漫画読んで　o(^-^)o

ビール飲んで　(*^_^*)

寝ま〜す…♪ (^o^)／
 

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509062251285301_1.jpg


（９月６日）　実はすでに３次元内ではない。

http://85358.diarynote.jp/201509061459159453/

最高の再考。（逆走宇宙史）

2015年9月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
《最高学府》シュティックファウテン・シュテッタン・シュイーガル。

他、《昇仙境》や《登竜門》など（伝説上の存在として）多種多様な名で呼ば

れる。

とリステラス銀河中央部のブラックホールからホワイトホールに至る超重力地獄な

通廊上に実在すると言われているが、実はすでに３次元内ではないので、その位置

関係は云々するだけ無駄である。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月6日15:15
とリステラス銀河中央部のブラックホールからホワイトホールに至る超重力地獄な通廊上に実在

すると言われているが、実はすでに３次元内ではないので、その位置関係は云々するだけ無駄で

ある。

 

http://85358.diarynote.jp/201509061459159453/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201509061459159453/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150906/85358_201509061459159453_1.jpg
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（９月７日）　どんな悲惨でも、地獄の苦痛であろうと…「笑い飛ばしてやる！」。
／じっくりと自分の心、内面に問うべきだ。何を守りたいのかを。

http://85358.diarynote.jp/201509070907011422/

何を守りたいのか／私は、このままの垂れ死に

するなら、戦って死ぬ。　（９月７日の朝記。

）

2015年9月7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 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
被曝首都 東京都首都圏からの脱出！又吉龍 @matayoshitatsu · 3月12日 
RT@ST0NES”@k2cyan政治変えるにしても、健康でなければ始まりませんね。政治変
えたければ、汚染地域でどんなことするよりも効果があるのは、移住する事です。例

えどんな政治になったとしても

汚染地域には、安全はないんですからね。"

http://85358.diarynote.jp/201509070907011422/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150907/85358_201509070907011422_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150907/85358_201509070907011422_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150907/85358_201509070907011422_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4


おはようございます。

０８：３１になっちゃいました。

今日はお休み。

札幌は晴天！（＾ｏ＾）！

あまりにお天気がいいので、６時半には起きだして、洗濯して、

外干し！

してあります…（＾ｗ＾）ｇ

「このご時世」に…、なんて最高の贅沢！

！（＾Ｏ＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=yymmneWWvKA
KOKIA (english subs) ~ Love is us, love is earth 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【全国の天気 2015年9月7日】
今日は東北〜九州の広いエリアで傘の出番となります。特に関東南部と静岡では朝、

強雨や雷に注意が必要です。時間に余裕をもって通勤・通学を。一方、北海道では穏

やかな週スタート。朝晩は肌寒く、昼間は快適な陽気です。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
このところの異常な気象状態とか。

最近は特に太陽の活動による影響が大きいと思う。磁気嵐が頻繁に起こる。この地球

って、太陽が無いと、一瞬で滅びる。人類にとっての「太陽の存在」という事を真剣

に考えなければいけない時だと思うけどね。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
シマシマネコのママ @simanekomama · 9月3日 
@0130nishijun @xtraheavy 
先日の　北海道のオーロラです

http://www.asoview.com/article/prefecture/hokkaido/1105/ …

https://www.youtube.com/watch?v=yymmneWWvKA
http://www.asoview.com/article/prefecture/hokkaido/1105/


https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

…聴き飽きない…（＾ｗ＾）ｇ

なんてすてきなメロディライン…♪

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9月5日 � 長野県 上田市 
口内炎は2011より0(6年くらいなし)
防御力を上げるには界面活性剤と殺菌を捨て去る事が大切

界面活性剤はバリアとなり得る油も破壊します。自分でバリアを剥いだら世話ない訳

です

菌は免疫を上げ生きたバリアとして活用できます

ただ食べない、飲まない、吸わないでは不十分でしょう。

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 9月5日 
@snoopymaygon @akira_pt4ever 体内の酸化を防ぐのが乳酸菌なのでドンドン飲んで
くださいね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 9月5日 
「SrやPuがカルシウムと間違われて骨に沈着しないように（予防的用法）、カルシウ
ム＆マグネシウム＆ビタミンDのサプリを摂るように」とバンダジェフスキーが言って
いたけど、この２つの核種に限らず、ホ一般が出すフリーラジカルによる酸化からの

防御という意味でもミネラル強化が必要なんだな。

そして音楽と漫画！

「感動」と、「好奇心」…！

https://www.youtube.com/watch?v=zvcJMlIFW9A

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
https://www.youtube.com/watch?v=zvcJMlIFW9A


Demons - Imagine Dragons (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

あと、「勇気」かな…？

どんな悲惨でも、地獄の苦痛であろうと…

「笑い飛ばしてやる！」という…

…【覚悟】…？…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
Fix You / Clocks - Coldplay (violin/cello/bass mashup) - Simply Three

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
負けると分かっていても、戦わなければならない時がある。

しかし、その負けは決して無駄では無い。その戦う姿を見せる事が重要なのだ。

もうリミットは超えた。東京を捨て西へ避難する事だ。

私は、このままの垂れ死にするなら、戦って死ぬ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
賢く立ち回ろうとか、都会の快適な生活を捨てられないとか、今より生活レベルを下

げたくないとか、お金が無いとか？

もう、本当に大切なものが見えなくなっている。

大人達が身を持って示さなければ、子供達が犠牲になっていく。

100万人が東京を捨てて、西へ避難するれば、変わる。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
九州出身の若者が東京の会社に内定が決まったと言い、もう一人の19歳の女の子が千
葉県柏市の会社に内定が決まったと喜んでいた。

何も言えなかった。

大人の責任だ。未来ある若者達が犠牲となっていく。

大人達が自らの命を賭けて守らなければならない。

太平洋戦争の時と何も変わっていない。

AKIRA @AKIRA23150220 · 9時間9時間前 
福島第一原発事故による放射能汚染は、踏み絵だ。

放射能が人類史上最悪、最強の毒である事は誰でも理解できる。

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


しかし、その毒は目にも見えず、匂いもしない。今まで信じて来た国は放射能汚染は

風評だと言う。

じっくりと自分の心、内面に問うべきだ。

何を守りたいのかを。

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
Coldplay - Paradise (Peponi) African Style (ft. guest artist, Alex Boye) - ThePianoGuys
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM


（９月７日）　地球は6回目の大量絶滅に突入。人類存亡の危機。

http://85358.diarynote.jp/201509070907346767/

とっても世紀末。／「死んで応援」にスローガンを変えるべきだ

。

2015年9月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=QQF0NSLhnzc
The Christmas Song (violin/cello/bass cover) - Simply Three

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今までは、あまりこういう事は言わなかったけど、危ないと思う。

すぐに「危ない」という事なのか？　それとも「最悪な事態になるまで、まだ数年あ

るのか？」不明だけど、明らかに3.11前よりも、南海トラフ巨大地震が起こるトリガ
ーが、起こってます。九州沖縄から西日本の人は感じてるはず。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月1日 
この地域は、実質上この世から、消えた地域ですよ。

北海道や西日本、四国、九州、も安全だとは言えない状況ですが

少しでも、放射能汚染低い地域に移住する以外に

http://85358.diarynote.jp/201509070907346767/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150907/85358_201509070907346767_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150907/85358_201509070907346767_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150907/85358_201509070907346767_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QQF0NSLhnzc


この地図の地域で生き残れる

可能性は、ありません。

絶対に。 
https://twitter.com/k2cyan/status/638504402689486848/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=yET4p-r2TI8
Story of My Life (One Direction -- Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys 

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【神奈川県 竜巻注意情報】
神奈川県は、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07日04:10まで有効です。

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
そして雨にも関わらず、濃霧注意報に濃霧警報。

濃霧警報 9月6日23時
濃霧注意報 　2015-09-07 03:22
何ヶ月も続く濃霧。溶融デブリ以外に理由があるのなら教えてほしい。 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
ふくいちライブカメラ。雨雲が東海から関東、東北南部を通過していますが、構内

は靄っています。 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
酸性雨ならぬ、酸性空気にさらされている日本人。

きのこ組　組長 @kinokokumi · 8時間8時間前 
今日のフクイチくん　１

とっても世紀末

https://www.youtube.com/watch?v=iRPEJtNSH8I …
@MPD_yokushi

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 

https://twitter.com/k2cyan/status/638504402689486848/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=yET4p-r2TI8
https://www.youtube.com/watch?v=iRPEJtNSH8I


千葉市広報広聴課 @Chiba_city_PR · 8時間8時間前 
9/6の21:30頃中央区今井周辺で突風による被害が発生しました。市では、蘇我小学校校
舎に避難所を開設しました。9/7朝までは突然の強い雨や突風などに警戒が必要です
ので、皆さん引き続き注意をお願いします。

cmk2wlさんがリツイート 
portal311 @portal311 · 8時間8時間前 
portal311さんがリツイートしました cmk2wl
雨に濡れる事を避けるように、事故直後からアナウンスしてきたけど

事故後の雨水の本当の怖さを理解している人はごく僅か。

しかも、それぞれが忘れかけている。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
四国の伊方原発も再稼働は、もうすぐみたい。

理由は「地元が大賛成だから」らしいけど、良いんじゃないの大賛成ならね、自己責

任だから。事故っても文句を言わないと。あの場所は「中央構造線断層帯」の真上だ

からね。後で文句を言うなと。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/640536794165940225/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 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 9時間9時間前 
〔関東大雨〕東京23区に一時大雨洪水警報　千葉市では突風か　7日朝にかけて警戒
を(7日0時現在)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150907-00000001-rescuenow-soci …
本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安

定となっている影響で、関東地方では所によって激しい雨が…

いぞう〜ケルビムと共に〜 @kerubim005 · 10時間10時間前 
天瀬さん…。
@nekomimimikon 
今日9月6日のフクイチ。
YouTube19:00前からですが、また4号機側、閃光し始めてます。そして、
https://youtu.be/ZH8haiGoznA

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東京都 気象情報】（続き）
東京地方では７日未明にかけて、雷を伴って１時間に４０ミリ以上の激しい雨が降る

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/640536794165940225/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150907-00000001-rescuenow-soci
https://youtu.be/ZH8haiGoznA


見込みです。７日２１時までの２４時間に予想される降水量は、多い所で９０ミリに

達する見込みです。低い土地の浸水、河川の増水やはん濫に警戒してください。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：09/06 15:39
Fibrodysplasia
フクシマでは、蒸気がもくもくと地面から噴出している以上、石棺は作れない。無理

やりコンクリで固めても、かえって蒸気圧で爆発してしまう…
溶けた数百トンのデブリを回収する手段はなく、未来永劫、放射性物質の噴霧は続く

…

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【地震情報 2015年9月6日】
11時04分頃、石川県西方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地
震の規模はM4.2、最大震度3を石川県、福井県で観測しています。この地震による津波
の心配はありません。 
https://twitter.com/UN_NERV/status/640346029448015872/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
もう赤く色づき始めた。今年の秋は早い

（東京狛江市）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/640324287035936769/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=r6fRuk1jonc
Paparazzi (Lady Gaga) - Simply Three cover 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
『天津事故以来、体調が悪くなった』という話が多い。

みんな余裕があるみたいだけど、身体が悲鳴をあげる前になんとかしないと不可逆的

だよ。

健康は取り戻せない。

環境にあるいろんな化学物質から身を守るために、風呂に水を張って扇風機で水をあ

てておくこと。冗談だと思う？

AKIRA 2024さんがリツイート 

https://twitter.com/UN_NERV/status/640346029448015872/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/640324287035936769/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=r6fRuk1jonc


momoa @momoa_mjlove · 9月5日 
すでにデブリが地下水脈に触れて再臨界してますよね。トリチウム蒸気が上がって夜

は紫色。昼間は一部緑色。第一の敷地は空洞だらけの沼地のようになっていつ倒壊し

ても不思議はないと、爆発音やオーロラ目撃情報まで。悪化の一途で手の施しようが

ない。だから何もしない。諦めているという事。

AKIRA 2024さんがリツイート 
高山あゆみ @AyumyTakayama · 9月5日 
高山あゆみ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！！】
東京の汚染はひどいよ。チェルノブイリ級だよ。って言っても誰も信じてくれない。

冷笑されるだけなんだけど。in浜松 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月5日 
名無し：09/05 17:37
日本、ロシア極東で醤油の製造を提案

日本はロシア極東を、環境学的にクリーンな食品を作り、諸隣国に輸出するための製

造基地として有望と見ている

#日本は環境学的にクリーンじゃない
ｏhttp://jp.sputniknews.com/business/20150905/852440.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月5日 
名無し：09/04 15:52
九電、１１日に核燃料装てんへ

川内原発２号機

http://www.minpo.jp/globalnews/detail/2015090401001627 …
九州電力は４日、１０月中旬の再稼働を目指す川内原発２号機の原子炉に核燃料を装

てんする作業を１１日から始めると原子力規制委員会に報告した

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月5日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました naomi
名無し：09/05 00:03
代々木上原

https://twitter.com/naonao_nyao/status/639771553811402756 …
今朝、旦那さんが息苦しい左胸が痛いと起きてきた。顔は青白くて汗がひどく兎に角

苦しそうで、すぐただ事ではないとわかり救急車を呼ぶ。なんと心筋梗塞。まだ34歳
なのに。…

http://jp.sputniknews.com/business/20150905/852440.html
http://www.minpo.jp/globalnews/detail/2015090401001627
https://twitter.com/naonao_nyao/status/639771553811402756


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月5日 
名無し：09/04 22:25
多摩都市モノレールが駅と駅との間で停車し、地上およそ１４メートルでおよそ７

秒間、車両の片方のドアが開いていたことが分かりました…運転士の男性は、その後
、激しい腹痛を訴えて病院に…
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2579082.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 9月4日 
ＲＳウィルス

3週連続で増えた千葉県　すべての症例が2歳以下で、そのうち1歳が半数超
東京都　2歳以下の患者が全体の9割

AKIRA 2024さんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 9月4日 
インフルエンザ、茨城の施設で集団発生- 県内で今シーズン初、注意喚起も
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/46640.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 9月4日 
こんなにトリチウムが毎日放出されてるんだから、道東の霧が線量高くても当たり前

だし。アメリカの西海岸での生物の生態異常もそのせいだよね。ついには地球上が汚

染されてしまうんだよね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 9月2日 
白血病患者急増　医学界で高まる不安。各都道府県の国公立医師会病院の統計によ

ると、今年の4月から10月にかけて、「白血病」と診断された患者数が、昨年の約7倍
にのぼったことが21日に判明。これを受けて、日本医師会会長原中勝征は、原発事故
との因果関係は不明として、原因が判明次第発表。→

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月31日 
核燃料が地下水に接触したら、モコモコ湯気が出るよね。

東電も２年前から認めてるんだよね。モコモコ。

「2013年8月：東電が「汚染水漏れ、モコモコ湯気」を認めた７月末ぐらいから、連日
のように福島県内の放射線が急上昇する時が多い」

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2579082.html
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/46640.html


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
byebyetokyo2 @byebyetokyo2 · 8月15日 
rt “@saah1809: 今度は「地底臨海｣か！→“フクイチ”で新たな恐怖！ 海外の研究者や政
府関係者が不安視、苛立つ最悪の「地底臨界」危機進行中？①

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303484&g=131205 … ”

https://www.youtube.com/watch?v=-FMa6jWqO8E
Take Me To Church - Hozier (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

カラパイア @karapaia · 7時間前 
【RT300UP】 地球はついに6回目の大量絶滅に突入。人類は自らの責任によって存亡
の危機にあると科学者が警告（アメリカ研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52194858.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/640560105788805120/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 2日前 � 長野県 上田市 
ただの事実なんだよね

神奈川線

電車じゃなくてさ、全く関係ない様々な事案がさ

神奈川線

なんだよね。名古屋や大阪、千葉や埼玉じゃないんだ。全部偶然？

大人なら自分で考えて判断できるよ

簡単な話さ

最悪死ぬ

ただの事実です

https://www.youtube.com/watch?v=ZJpVNp4-1nc
Cold War / Tightrope - Janelle Monáe - Simply Three ft. Kellindo & Glen McDaniel 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 2日2日前 � 長野県 上田市 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303484&g=131205
https://www.youtube.com/watch?v=-FMa6jWqO8E
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52194858.html
https://twitter.com/karapaia/status/640560105788805120/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ZJpVNp4-1nc


寝ていた男性ひかれ死亡、川崎のマンション駐車場

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150905-00000029-jnn-soci …
#Yahooニュース
#真実線
#眠り病
数からしたら一都道府県で平均5〜10人死亡/年？
それを

ただの酔っぱらいだ

で済ませてはいけない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 2日2日前 � 長野県 上田市 
眠り病の発動下では前駆症状がない場合があります。

それが眠り病の発動により数分で意識が薄れ、立ったままでも、運転中でも一瞬意識

が途絶します。

本人の意識とは関係のない意識の強制的な停止。本当に意識が飛びます。

https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0
Beethoven’s 5 Secrets - OneRepublic (Cello/Orchestral Cover) - ThePianoGuys 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4 時間4 時間前 
名無し：2015/09/06(日) 23:48 ID:XXXXXXXX
chidaisan
国会図書館に置かれているはずの、チェルノブイリの被害関連の資料が根こそぎ関西

館に持って行かれていて、東京で読むことができない。…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：09/06 13:51
小児甲状腺ガンの罹患率の比較（１００万人あたり）

ベラルーシ(国全体)
30人がガンに
ベラルーシ、ゴメリ州(最も汚染のひどかった地域)
90人がガンに
福島県全体

330人がガンに

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150905-00000029-jnn-soci
https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0


福島県川内村

3570人がガンに
罹患率が酷すぎる。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：09/06 14:26
チェルノブイリ事故の時は付近に在住の医師が凶暴化

↓

言語障害

↓

足し算が出来なくなる

↓

アルツハイマー病状態の順で症状が出てきて「医師なのに足し算すら出来なくなって

しまう」ってのが衝撃的だった。

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 9月5日 
みていると被曝の中期あたりは39℃以上の熱が出て数日で回復しての繰り返しのよう
。その後どうなるのかはまだわからない。

AKIRA 2024さんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 10月25日 
「食べて応援」という、猿も呆れるスローガンほど怖ろしいものはない。福島の賢い

人たちは食べていないし、東日本の食材を輸入禁止にしている世界40か国以上の人た
ちも食べていない。それに国連まで「食べて応援」を批判している。「死んで応援」

にスローガンを変えるべきだ。

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
Let It Go (Disney’s "Frozen") Vivaldi’s Winter - ThePianoGuys

https://www.youtube.com/watch?v=c0dJ178Bgxg
The Piano Guys
 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
https://www.youtube.com/watch?v=c0dJ178Bgxg


（９月７日）　エルさん狼さん、どうもありがとう〜♪　(^o^)／

http://85358.diarynote.jp/201509071207552282/

タイムアタック！ｗ　（新相棒　第４話）

2015年9月7日 スポーツ コメント (4)
　

先代ロシナンテで楽走５０分、

新車スナフキンで力走６０分。

滝汗。(^。^;)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月7日12:12
12時12分…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月7日17:05
おなかすき過ぎてて、すき家の野菜カレーの写真撮るの忘れたｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月7日21:30
　

当初予想より１時間早い？７時に一旦帰投してあまりの疲労にばたんきゅう…(^。^;)…
寝床で一時間休息してから残りの買い出しにcoopまで往復して本日の行動予定ほぼ完遂。
o(^-^)o
 
スナフ筋トレ魔神サマとの付き合い方もだいぶコツが掴めて来ました。(^-^)g
今日もカラダとココロの健康に有意義な、良い休日でありましたよ♪

(*^_^*)

http://85358.diarynote.jp/201509071207552282/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
http://85358.diarynote.jp/201509071207552282/
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エルさん狼さん、

どうもありがとう〜♪(^o^)／
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月7日22:34
　

…ふくらはぎが！
バツンバツンの筋肉痛〜…っ！

ヽ（・＿・；）ノ

 

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


（９月８日）　最悪の「地底臨界」危機進行中／だいじょうぶ、狼さん。「荒野より」
は聴こえてる。

http://85358.diarynote.jp/201509080834011747/

（作業厨）　９月８日の朝記。

2015年9月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

おはようございます。０７：５５。

札幌２０℃。快晴無風。

線量０．０４１μ。まぁまだ受忍限度内…

…（＾＾；）…

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09月08日（火）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.040 0.040 6 

http://85358.diarynote.jp/201509080834011747/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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03:00 0.040 0.040 0.040 6 
04:00 0.041 0.039 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6

https://www.youtube.com/watch?v=7dfPrtcMg2E
Wake Me Up - Avicii (日本語カバー)

https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
Avicii - Wake Me Up (Official Video)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509080834454029/

【爆発寸前】／２０１５年９月６日のフクイチ

の真実。放射性水蒸気が猛噴出／どう見てもヤ

バイだろ！もうなにも感じない？

2015年9月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
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@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。

https://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHI
Avicii - Wake Me Up (Lyric Video) 

ともひろ @ecoiso · 1 分1 分前 
『“フクイチ”で新たな恐怖！ 海外の研究者や政府関係者が不安視、苛立つ最悪の「地底
臨界」危機進行中？①』 http://bit.ly/1LwHrNz … 

特務機関NERV @UN_NERV · 6 分6 分前 
【停電情報 2015年9月8日 8:18】
群馬県、千葉県で停電が発生しています。

停電軒数：約900軒
http://nerv.link/iiYPcQ

宇宙天気ニュース @swnews · 13 分13 分前 
[記事] 太陽風の乱れが到来して、オーロラの活動が激しくなっています。8月の黒点数
は64.6でした。 http://swnews.jp #swnews

junko @junko_in_sappro · 14 分14 分前 
２０１５年９月６日のフクイチの真実。放射性水蒸気が猛噴出。これを直視しない人

間はゾンビだ。 http://www.k2o.co.jp/blog4/2015/09/post-32.php …
単に、免疫力を高める食生活だけでは、間に合わないだろう

すでに放射性物質を摂り続けて４年半なのに

これが、本当に最後のトドメになってしまう

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【停電情報 2015年9月8日 7:07】
茨城県、群馬県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,100軒
http://nerv.link/EvSDiV

https://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHI
http://bit.ly/1LwHrNz
http://nerv.link/iiYPcQ
http://swnews.jp/
http://www.k2o.co.jp/blog4/2015/09/post-32.php
http://nerv.link/EvSDiV


特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東の天気 2015年9月8日】
今日はザーザーと雨が降ります。一時的に、ゴォ—ッと雨が激しく降り、雷雨や突風

の可能性もあります。道路が冠水する恐れがあるので、外出の際はご注意下さい。レ

インコートやブーツが活躍しそうです。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【停電情報 2015年9月8日 6:37】
東京電力停電情報によりますと、茨城県 石岡市、城里町の約500軒で停電が発生してい
るということです。

http://nerv.link/Vfs5wt

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【停電情報 2015年9月8日 5:43】
茨城県、静岡県で停電が発生しています。

停電軒数：約800軒
http://nerv.link/imumeH

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
第五福竜丸の乗組員23人。
そのほとんどが肝硬変、肝障害、肝臓障害、肝機能障害、そして肝臓ガンで死んで

いる。

およそ12人。

suhama　脱原発 脱格差社会　 @suhamayuki · 5時間5時間前 
えらい画像が出てきた　Ｆ１からモクモクと: ずくなしの冷や水 
�2015/8/2の福島第一原発3号機燃料取扱機の引き揚げ時に共同通信が空中から撮影し
た動画。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html …
海霧の出やすい時期ですが、明らかにフクイチの蒸気に見える。誰か検証を

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
中国天津の事故以来、雨水から硝酸・硝酸態窒素が検出されています。7日の雨からも
。

それどころか水式空気清浄機の水に捕集されてまで検出されています。

放射性物質も窒素化合物を作り最終的に硝酸態窒素になる。

私たちは地上の空気で化学物質を吸い込まされている。

http://nerv.link/Vfs5wt
http://nerv.link/imumeH
http://inventsolitude.sblo.jp/article/160739247.html


特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2015年9月8日 3:53】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 伊東市の約600軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/lUHtzm

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【住信ＳＢＩネット銀行でシステム障害】（続き）

「住信SBIネット銀行」は「作業は進めているが、復旧のめどはたっていない」として
います。

（2015年9月8日 0:39 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【住信ＳＢＩネット銀行でシステム障害】

インターネット専業銀行の「住信SBIネット銀行」は、7日午後10時ごろからシステム
障害のため、ATM=現金自動預け払い機の利用などすべてのサービスが利用出来なくな
っています。

http://nerv.link/IEUVKl

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
フクイチの地底から噴出した放射性水蒸気が１００万都市仙台を襲う！

もう国際社会にＳＯＳを発信し、助けを乞う！そういう事態になってしまっているの

だが、今の政府には出来ない。（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss05041 … …

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【停電情報 2015年9月7日 21:33】
東京電力停電情報によりますと、茨城県 の約1,400軒で停電が発生しているということ
です。

http://nerv.link/CNY3tH

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
7日から、台風の接近で西日本は東電福島原発の風下になっていきます（現在も風下の
地域があります） 
https://twitter.com/cmk2wl/status/640870777093382144/photo/1

http://nerv.link/lUHtzm
http://nerv.link/IEUVKl
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss05041
http://nerv.link/CNY3tH
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cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
2015年08月28日　銚子(チョウシ)
湿度100パーセントが継続しています。
千葉の太平洋岸は、トリチウム被害の一番大きい地域になる。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/640868237706571780/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11 時間11 時間前 
2015年9月2日の #東電の原発事故 現場@TEPCO_Nuclear
録画アドレスで検索しても爆発寸前を心配してるのは、きのこ組さんだけか？

http://twitter.com/kinokokumi/status/640455851438813186 …
どう見てもヤバイだろ！もうなにも感じない？

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【停電情報 2015年9月7日 20:28】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 南伊豆町の約100軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/i7DcKd

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
たとえばこれなんかは、F1現場の
昼の映像には手の施しようがなかったのか？

おまえら。@meti_NIPPON；@IAEAorg
2015.09.02_13.00-16.01.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=8S_XuFYeETA …
凄まじい揺れだ。地下で異変。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
2号機もヘンだ。建屋の手前で何か光ってる。
2015.09.07_15.00-18.00.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=TXN7WJuZJJM&t=46s …
また大きく異変が起ろうとしている兆候にある。

http://twitter.com/ST0NES/status/640856058248892416 …
国はどこまで隠せるか？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
正確には8月25日あたりから‥
http://twitter.com/ST0NES/status/637503892872232960 …

https://twitter.com/cmk2wl/status/640868237706571780/photo/1
http://twitter.com/kinokokumi/status/640455851438813186
http://nerv.link/i7DcKd
http://www.youtube.com/watch?v=8S_XuFYeETA
http://www.youtube.com/watch?v=TXN7WJuZJJM&t=46s
http://twitter.com/ST0NES/status/640856058248892416
http://twitter.com/ST0NES/status/637503892872232960


#東電の原発事故 現場は排気塔まで揺れる異常事態。
それを隠すためライブカメラに小細工はじめやがった。@TEPCO_Nuclear
今日は長時間ゆれている。

http://www.youtube.com/watch?v=TXN7WJuZJJM …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
冷却中断？http://twitter.com/nhk_news/status/639282424875081728 …
冷却再開？http://twitter.com/nhk_news/status/639335026031595520 …
原子炉の中にマトモな状態では存在してないだろ。

F1:3号機の地下の核燃料はどうなってるんだ？@TEPCO_Nuclear

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【停電情報 2015年9月7日 19:32】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 木更津市、君津市の約50軒で停電が発生して
いるということです。

http://nerv.link/kYtJde

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
やはり9月4日以降のF1やばくなってきてるかもな。
http://twitter.com/ST0NES/status/640801512445251584 …
#放射能の風 2015年9月7日 午後は関東を直撃。
長野の民間データ復活http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?
locale=japan#map_canvas …
いま群馬県が★

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
でた。

http://twitter.com/ST0NES/status/640810898836164608 …
via @:Jasmine_Eq00
http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=realtime=default&f=tweets …
http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …
なにを隠そうとしているのか？#震源はF1。☜これ？
http://twitter.com/search?
q=from:NewEarthquake+Namie&src=realtime=default&f=tweets …

http://www.youtube.com/watch?v=TXN7WJuZJJM
http://twitter.com/nhk_news/status/639282424875081728
http://twitter.com/nhk_news/status/639335026031595520
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http://twitter.com/search?q=from:NewEarthquake+Namie&src=realtime=default&f=tweets


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
2015年9月7日@JMA_kishou
#震源はF1；@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/640810985763115009 …
鹿島建設さん提供の大切な遠隔クレーン操作で揺れを誤魔化してるが

http://www.youtube.com/watch?v=-uTlyI6tJsg …
これは隠しようがないだろ。危険な状態！

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
2015年9月7日1時45分ごろM4.4 #深さ50km
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289 …
ここ幾日か #東電の原発事故 周辺で魔の #46分 前後が多いな。
@Jasmine_Eq00 12:46 福島県 浪江 2 #地震
https://twitter.com/ST0NES/status/640800178736226304/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
おかしいぞ！@JMA_kishou
いま急に、#東電の原発事故 周辺の@TEPCO_Nuclear
地震情報が検索できなくなった！

http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=realtime=default&f=tweets …
http://twitter.com/search?
q=from:Jasmine_Eq00+%E7%A6%8F%E5%B3%B6&src=realtime=default&f=tweets …
いまだよ。さっきまでバッチリ見えてたのに！アクセス監視？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
2015年9月4日@TEPCO_Nuclear
M5.5地震があった時間帯のF1。
http://www.youtube.com/watch?v=wnsKfoobWD8 …
ライブカメラに細工を施したのか？

激しい横揺れが目立たないようにされてるな。

http://www.youtube.com/watch?v=GtnVLTwOGc8&t=1m13s …
クレーンのワイヤーで確認。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 16時間16時間前 

bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
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2015年9月3日@TEPCO_Nuclear■お知らせ■
福島第一原発3号機使用済燃料プールへ重機から油漏れ？
http://twitter.com/ST0NES/status/640800178736226304 …
なんの予告？

http://twitter.com/ST0NES/status/488978706283499522 …
F1が致命的な地震に見舞われるときの合図なんだよ。#油漏れ。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 16時間16時間前 
予告してやがった。2015年9月3日@TEPCO_Nuclear
3号機使用済燃料プールへの重機からの #油漏れ？
http://twitter.com/TEPCO_Nuclear/status/639341656513208320 …
そして、9月7日1時45分ごろ、#震源はF1。わかりやすいじゃないか。 
https://twitter.com/ST0NES/status/640800178736226304/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【埼玉でも突風 窓ガラスや屋根瓦などに被害】
６日夜、埼玉県川口市とさいたま市で突風が吹き、住宅の窓ガラスが割れたり、屋根

瓦の数枚が飛ばされたりする被害が出ていたことが分かりました。これまでのところ

けがをした人はいないということです。

http://nerv.link/1F8plG

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【千葉で突風 ３人けが７４棟に被害】
千葉市中央区のＪＲ蘇我駅周辺で激しい突風が吹き、３人が軽いけがをしたほか、千

葉県内ではこれまでに７４棟の建物で被害が確認されました。

気象台は、現地に職員を派遣して調査を行っています。

http://nerv.link/IUfglB

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【停電情報 2015年9月7日 11:58】
東京電力停電情報によりますと、群馬県 の約400軒で停電が発生しているということ
です。

http://nerv.link/c6YR0b

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
きのこ組　組長 @kinokokumi · 9月6日 

http://twitter.com/ST0NES/status/640800178736226304
http://twitter.com/ST0NES/status/488978706283499522
http://twitter.com/TEPCO_Nuclear/status/639341656513208320
https://twitter.com/ST0NES/status/640800178736226304/photo/1
http://nerv.link/1F8plG
http://nerv.link/IUfglB
http://nerv.link/c6YR0b


2015.09.02_13.00-16.01.Unit4side
https://youtu.be/8S_XuFYeETA 
フクシマライブカメラ　アーカイブ

https://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos …
@MPD_yokushi

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Earthquakes Tsunamis @NewEarthquake · 9月3日 
翻訳を表示�
5.5 earthquake, 226km E of Namie, Japan. 2015-09-04 02:51:48 at epicenter (22m ago,
depth 15km). http://j.mp/1UpBbw6

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 1月29日 
こ〜んな、もう現実的に山に囲まれてない関東地方から

富士山の脇を縫うように風が吹いてたのが

2011年の3月から4年間？今日まで約1400日？
今もこんな状態‥

http://twitter.com/ST0NES/status/560469004658020352 …
毎日のように‥@ST0NES
https://twitter.com/lot49213749/status/559483355285450753/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=M_o6axAseak
Aloe Blacc - Wake Me Up (Official) 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
#地震に弱い原発！復唱しろ。@meti_NIPPON；@JAEA_japan；@gensiryokukisei
；@keidanren；@TEPCO_Nuclear
@Plutokun_Bot首都直下地震の想定は最悪のシナリオをもとに作ってるのに原発のシ
ナリオってすごく楽観的だよね

マキノ@国民の條件 @ActioSurrealism · 4時間4時間前 � לארשי  
やはりフクイチを福島第一原子力神殿とし核燃料デブリとそこから発生する放射能を

御神体とするフクイチ教が必要とされている。核燃サイクルはそのための神の永続性

の証明の第一歩だ。

https://youtu.be/8S_XuFYeETA
https://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos
http://j.mp/1UpBbw6
http://twitter.com/ST0NES/status/560469004658020352
https://twitter.com/lot49213749/status/559483355285450753/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=M_o6axAseak


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 22時間22時間前 
Moonlight Mile http://www.youtube.com/watch?v=FHIR-wvkw0I …
演歌歌手のみなさん、この曲を日本語に訳して歌え！

Japanese Thing http://stoneslyrics.blog.fc2.com/blog-entry-31.html …
復興を騙ってる場合ではない。

http://twitter.com/ST0NES/status/607426318410477568 …

https://www.youtube.com/watch?v=lY7H5Y9Gu-k
Avicii, Aloe Blacc - Wake Me Up (cover)／アヴィーチー、アロー・ブラック - ウェイク・ミー・ア
ップ (カヴァー) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8oVG6nOQXc
Avicii - Wake Me Up (日本語歌詞付き - Japanese lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=c0dJ178Bgxg
The Piano Guys
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月8日10:37
だいじょうぶ、狼さん。

「荒野より」は聴こえてる。

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FHIR-wvkw0I
http://stoneslyrics.blog.fc2.com/blog-entry-31.html
http://twitter.com/ST0NES/status/607426318410477568
https://www.youtube.com/watch?v=lY7H5Y9Gu-k
https://www.youtube.com/watch?v=Q8oVG6nOQXc
https://www.youtube.com/watch?v=c0dJ178Bgxg
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（９月８日）　来たもの対応、出たとこ勝負。(^_^;)　魂に瑕疵が入るようなヘタレな
生き方だけは、しない。

http://85358.diarynote.jp/201509081456509304/

大マガツミの、ミチル時。ヽ（・＿・；）ノ

2015年9月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

今日のバイト前半戦だけで、

父方の福島で被曝した親戚と、

母方の山形で被曝中の縁戚と、

高校の同級生の同居お姑さん。

からの電話を受けた…

　…(‾○‾;)…

いずれも面識はないのだが、

珍しい名前と現住所から、

おそらく間違いないと…

(・ω・;)(;・ω・)

今朝の明け方の、

千葉で被曝中で被曝死目前の姉に追いかけ回されて逃げまくるという、

意味深すぎる夢見といい…

ヽ（・＿・；）ノ

「何か」がもう、目前なのだと思う…
 
    
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201509081456509304/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509081456509304/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月8日15:13
　

来たもの対応、

出たとこ勝負。(^_^;)

魂に瑕疵が入るようなヘタレな生き方だけは、しない。

(^。^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月8日23:43
　

残業２０分。(-"-;)
筋トレ魔神さんをガシガシ漕いで帰宅。

洗濯と洗髪しました。

太ももとふくらはぎの筋肉痛と左下のオヤシラズの激痛予備軍と筋トレ魔神さんのせいにしてガ

ッツリ食い過ぎて体重が２kgも！リバウンドしてしまったことを除けば、元気で快調です…
…(^。^;)…

おやすみなさ〜い…！
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（９月９日）　視界の端を《ミニサイズＬ》さんがしきりとチョロチョロしている…(
・ω・;)(;・ω・)…なんか企んでいるに違いない。大魔王エル様々が…

http://85358.diarynote.jp/201509091545287242/

重陽の重用。(‾○‾;)
2015年9月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
（めいにゃん様はＤＮ携帯記入欄が日付更新してないからのオマケのお守りで

すｗ）

タイトルからしてリステラスの続きと思ったかもだけど違うんだな。(^_^;)

９月９日の、

７時１７分を見たくらいなら、

偶然で済ますんだけど。(^_^;)
バイト休憩の度に、

１時１１分を見て、

３時３３分を見て…(・_・;)…

変に営業成績？はイイし、

激眠気は幽体離脱寸前級。

(ΘoΘ;)

視界の端を《ミニサイズＬ》さんがしきりとチョロチョロしている…(・ω・;)(;・ω・)…

なんか企んでいるに違いない。

ヽ（・＿・；）ノ

大魔王エル様々が…

。。。(〃_ _)σ‖
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509092050562438/

http://85358.diarynote.jp/201509091545287242/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150909/85358_201509091545287242_1.jpg


「喰える時に食っておけ。」

2015年9月9日 ダイエット コメント (11)
　

 
…え〜っと…(^_^;)

…あれ…？(^。^;)？…

    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月9日21:18
だってベクレ雨が降りだして、

http://85358.diarynote.jp/201509092050562438/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
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さらに残業１５分のおかげで、

次のバス待ちで

丸一時間なんだもん…っっ！

…(^人^;)…

…いゃ、この皿数の
言い訳にはならない…(^_^;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月9日21:41
かなりのベクレ雨。(∋_∈)
私の体感センサー（※化学物質過敏症のアレルギー反応）から逆算すると、

ウランとプルトニウムは標準搭載。(-_-#)

何か未体験の白っぽい溶融噴出金属蒸気が満載…(ToT)…

なんだろコレ？

フクイチだけでなくてテンシンかサントン由来の複合汚染かも…(ToT)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月9日21:45
かなり酷い汚染。(∋_∈)
2011年春の関東並み。(ToT)

…久しぶりに肺から汚染除洗水を吐くかも…（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月9日21:57
ヨウ素は入っていません。

奇ガス類も無し。

環境中に放出されてから

１０日くらいは経ってる感じ。

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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苛性ソーダ？か何か入ってる。

生体の粘膜を長期的に破壊するやつ。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月9日22:36
先ほどバスで無事帰投。

濡れベクレは最小限。(^_^;)

筋トレ魔神様は屋根のある駐輪場に置いてきました。(^_^;)

頭痛と幻揺感と昏倒感。(-"-;)
気管支が拒絶反応を起こしてて硬い粘った痰が大増産されてて喘息になりそおです。(ToT)

寝ます。(ToT)

たぶん鉛も入ってます…

顔の表皮が火傷状に痛いです。

被曝（宇宙線）灼けですね…

（＞＜。）。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日1:55
なんか知らないが目が覚めちゃいました。(^_^;)

放射性プルーム？は通り過ぎたらしく、呼吸がラクです。

o(^-^)o

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日9:47
計測線量（セシウムのみ）では、０.０４２μまでしか上がってなかった。

やっぱり私の「体感（瞬時分析）情報」のほうが、

イザ避難！て時の判断基準としては、はるかに頼りになるなぁ…

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9月10日10:00
野菜もりもり喰ってたおかげで免疫パワーアップ。

被害は最小限で済みました。

（＾ｗ＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日13:10
AKIRA 2024さんがリツイート 
mina *三菜 @applecandyred · 2014年8月14日
　 
Ag110m放射性銀はほぼ原子炉の中でしか生成されない。
文科省は放射性銀汚染地図をだしてすぐ消した。

2012年に日本が輸出した根室のサンマから、基準値超えカドミニウムが検出されロシアと中国は
返送してきた。放射性銀は壊変しカドミニウムになる。

セシウムだけやないんやで。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日13:32
AKIRA 2024さんがリツイート 
m-take @takeonomado · 9月9日 
やはり食材購入に関しては同僚のニューヨーカー君の助言も大きい。彼の言うことはとってもシ

ンプル。

「安すぎるものは絶対に買うな、何食わされるかわからんぞ」

でも美味しいよ？半田屋。

お盆いっぱいにお皿積んで、５６８円でしたが…。

米は北海道産だ。マックやヨシギュウよりはるかにマシだ…。

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9月10日18:56
「体感」で「入っている！」と推定した「白っぽい金属」蒸気は…
コレ？ジルコニウム…？？

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月8日 
早野龍五2011/3/15
燃料棒の被覆管が「溶けた」と保安院

ジルコニウム合金の融点を考えると局所的に1200℃ぐらいになった
原子炉が停止していても燃料棒にはベータ崩壊をする核分裂片が沢山詰まっているので冷却が不

十分だと温度は上昇する

いわゆる原子炉の暴走とは関係ない．
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（９月１０日）　「 エル と 私 」だっｗ

http://85358.diarynote.jp/201509100359518086/

おぉ♪w
2015年9月10日 恋愛 コメント (1)
なんか、「エルと私」だったｗ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日4:04
読み終わったのが04:00ジャストだったｗ(^。^;)ｗ

もっかい寝ま〜す…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509100859534475/

さよならソルシエ 2 (フラワーコミックスア
ルファ)
2015年9月10日 読書 コメント (3)
　

前項コレです。（＾＾）

フツウに実在人物の伝記モノかと思ってたら、

どんでん返されてＦＴ（歴史ＩＦもの）だった…♪

絵もキャラも魅力的だし、ネタが新鮮で、面白かった♪♪

http://85358.diarynote.jp/201509100359518086/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201509100359518086/
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（下記コメント欄おまけ☆）

カラパイア @karapaia · 36分36分前 
カラパイア : 「自分にそっくりな人は世界に3人いる」が科学で証明される。3人どころ
かもっと多い可能性は高い（米研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200401.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/641764281441087488/photo/1

…神道で言う「分霊」（わけみたま）仮説を展開してもいい…？

…（＾＾；）…
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日9:10
　

…なんで「エル」がここまで「私」にき〜き〜言う（＾＾；）のか、いまいちよく解んないんで
すけど、

ようするに昔々の前世では私のほうが「お姉さん」だったから…

その昔の（憧れの対象だった時期の）面影と、

「すでに相手を追い越しちゃった自分」から視た場合の相手（私）の

不甲斐なさを自分のなかで処理しきれなくて…

つまり、「魂の成長過渡期的な反抗期」なのか…？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

まぁ可愛いくて可笑しいんだけどね。何やってても、エルならね…ｗｗ

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200401.html
https://twitter.com/karapaia/status/641764281441087488/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（ちなみに「みにさいずエル」さんは、やること為すこと、本当に「ホンモノそっくり」？な

ので…）

（…「本当にホンモノ」だったら、どうしましょう…ｗｗｗ）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日9:14
　

でも無分別に「エル似」さんをモフるのだけは自重しておきましょう…ｗ

敵に回したら、これほどコワイ相手はないです…ｗｗｗ

（モフりたい…っ！）ｗｗｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日9:16
　

（おかげで、狼さんが（たいがい相対的に身長低めの）私を、どーいう目線で視ていたのか、よ

くわかった…ｗｗｗ）

（セクハラと違うんだな。「モフりたい！」という面白さは…ｗｗｗ）
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（９月10日）　なんの地図だコレｗｗｗ　そのまんま「汚染地図」じゃないのか…？
ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201509101014021569/

重大な危険が差し迫った異常事態／直ちに命を守る行動を。

2015年9月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 3 分3 分前 
フクイチの豪雨、あふれ出した汚染水が海に流れ出しているのに。。

あらためまして、おはようございます。

０９：３８になっちゃいました。

バイトは休み。

札幌は１９℃。

高く白い曇天。無風。

予定は「終日ひきこもり」。

午前はＰＣと二度寝。

午後は家事…。

さて？　どんな状況でしょうか…？

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 49 分49 分前 
9月10日10時30分現在
「避難指示」と「避難勧告」が発令されている地域。

地域別の詳細：http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/ 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641789730045079552/photo/1
避難情報

避難指示　茨城県、栃木県、千葉県.
避難勧告　福島県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県.

http://85358.diarynote.jp/201509101014021569/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509101014021569/
https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641789730045079552/photo/1


緊急・被害状況　阿賀川 はん濫警戒情報【第4号】

あれ？（＠＠；）

台風１８号は、すでに通り過ぎて熱低になったんだよねぇ…？？

特務機関NERV @UN_NERV · 15分15分前 
【茨城・古河市 ５地区に避難勧告】
茨城県古河市は、市内を流れる利根川や渡良瀬川が氾濫するおそれがあるとして、午

前8時16分に市内の5地区に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/hnaDdY

特務機関NERV @UN_NERV · 21分21分前 
【茨城・石岡市の全域に避難勧告】

茨城県石岡市は、市内を流れる恋瀬川が氾濫のおそれがあるとして、午前8時40分、市
内全域の2万7629世帯、76460人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/Y71MqE

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【気象庁 茨城も重大な危険差し迫った異常事態】（続き）
重大な危険が差し迫った異常事態と言っていい状況になっていて、土砂崩れや浸水に

よる重大な災害がすでに発生していてもおかしくない状況で、今まさに発生が進んで

いると考えられる」と述べました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【気象庁 茨城も重大な危険差し迫った異常事態】
大雨の特別警報を栃木県に続いて茨城県にも発表したことについて、気象庁の弟子丸

卓也予報課長は、午前8時50分から記者会見を行い、「茨城県ではこれまでに経験した
ことのないような大雨となっている。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2時間2時間前 
〔特別警報〕栃木・茨城に大雨特別警報発表　直ちに命を守る行動を（レスキューナ

ウニュース） 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000005-rescuenow-soci …
【大雨特別警報】

・栃木県(全域)
・茨城県(ほぼ全域※北茨城市、河内町、大子町以外の市町村) 

http://nerv.link/hnaDdY
http://nerv.link/Y71MqE
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000005-rescuenow-soci
https://twitter.com/rescuenow_net/status/641751587833151488/photo/1


https://twitter.com/rescuenow_net/status/641751587833151488/photo/1

↑

なんの地図だコレｗｗｗ　そのまんま「汚染地図」じゃないのか…？ｗｗｗ

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 5時間5時間前 
10日03:50現在、台風17号は日本の東にあり、中心気圧は980hPa、北西に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通りです。

●48時間以内に暴風域に入るおそれ
北海道 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/641712402082369536/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【茨城県に大雨の特別警報】

台風18号から変わった低気圧の影響で、茨城県では断続的に非常に激しい雨が降り、
記録的な大雨となっていて、気象庁は栃木県に続いて、新たに茨城県にも大雨の特別

警報を発表しました。

http://nerv.link/iZwwmA

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【千葉 佐倉市 約３９００人に避難勧告】
千葉県佐倉市は大雨による土砂災害のおそれがあるとして、10日午前4時、市内の土砂
災害警戒区域に指定されている地区、1634世帯、およそ3900人に避難勧告を出しま
した。

http://nerv.link/fYR2Ea

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9時間9時間前 
#避難情報(10日01:00現在)
【避難指示】

・栃木県：さくら市、宇都宮市、鹿沼市

【避難勧告】

・茨城県：筑西市

・栃木県：壬生町、野木町、塩谷町、栃木市、上三川町、那須塩原市、鹿沼市

・埼玉県：本庄市、東松山市

・千葉県：流山市、船橋市

https://twitter.com/rescuenow_net/status/641712402082369536/photo/1
http://nerv.link/iZwwmA
http://nerv.link/fYR2Ea


・東京都：品川区、大田区

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9時間9時間前 
#避難情報(10日01:00現在)
【避難勧告】

・神奈川県：川崎市、横浜市保土ケ谷区、横浜市南区、横浜市戸塚区、横浜市栄区、

横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市金沢区、横浜市

鶴見区

・香川県：三豊市、観音寺市

母と弟の家と、

姉と猫の家と、

ハル明の家と、

親戚知人友人、ぜ〜んぶ！

避難勧告されてる…ｗｗｗ

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

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
映画「復活の日」

ウィルスと核で死滅した世界。

ワシントンに取り残された主人公（草刈正雄）が、南米大陸の仲間のもとへ徒歩で向

かうラストシーン。

この主題歌もジャニス・イヤン：https://www.youtube.com/watch?v=LHdb4m-_Hwk …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641609576840691714/photo/1

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日12:55

https://www.youtube.com/watch?v=lkjenKg543M
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AKIRA 2024さんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 6月16日 
【拡散】k2cyan 【H.カルディコット博士】
東京から逃げるかどうするかは、個人の判断であるが私だったら東京には住んでいない。子供が

いれば住んでいない。もし４基もメルトダウンしたらボストンにいる家族もオーストラリアに連

れて行く。大気は南北半球で混じらない。魚は行き来するが。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日13:26
AKIRA 2024さんがリツイート 
すずらん＠欧州 @suzuranateurope · 5月17日 
@Successtoworld @OZ_WhiteKnight
北半球と南半球の空気が混じり合わないと言った学者女史がいましたが彼女は気象学者では無か

った。つい先日大気の流れの図式のツイートを見たが混じり合ってました。ただ、遠いだけに到

着が遅れるだけだと思います。

AKIRA 2024さんがリツイート 
前 川　敞 @jfblmdx · 4月25日 
「放射能を帯びた食品を子どもに食べさせてはいけない」とオーストラリアの放射能障害に詳し

いカルディコット博士。東京都内のスーパーで販売されている茨城県産のイワシなどから45マイ
クロシーベルトが検出されている。メディアはなぜ報じないのか。
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（９月10日）　この世が消えてゆく感じ‥しない？

http://85358.diarynote.jp/201509101014346782/

音 oto 匣 hako 清 sei 沌 ton ...１．
2015年9月10日 音楽

 
…なんか、またあっという間に、ＰＣ画面上が音楽トリガーまみれに…

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

…世の中、すごい音楽が多すぎる…ッ!!ｗｗｗ

（↑ 贅沢すぎる、悩み…）

★いいかげん消すよ〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=nrrHZMXwHBE
TAMUSIC - Magia の主題による変奏曲 

http://85358.diarynote.jp/201509101014346782/
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https://www.youtube.com/watch?v=F60KRdIYPYk
Tiger & Bunny- Crash and Burn- Kotetsu/Barnaby 

https://www.youtube.com/watch?v=vXXvjMyGGs4
T&B "I’ll Stand by You" 

https://www.youtube.com/watch?v=ozNEdMcWZvQ
2CELLOS - Hurt [OFFICIAL VIDEO] 

https://www.youtube.com/watch?v=IPeo_X7hVe8
2CELLOS - Celloverse [OFFICIAL VIDEO] 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
Let It Go (Disney’s "Frozen") Vivaldi’s Winter - ThePianoGuys 

https://www.youtube.com/watch?v=bdkVzkIGjp0
Counting Stars - OneRepublic (violin/cello/bass cover) Simply Three 

https://www.youtube.com/watch?v=r7WEIbj93uY
2CELLOS - Every Breath You Take 

https://www.youtube.com/watch?v=TmmKsT-f2XU
2CELLOS - Viva La Vida [LIVE VIDEO] 

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=LhDgtcJQ0Sk
David Garret - " MUSIC" violin 

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

☆まだまだ聴くよ〜…♪

https://www.youtube.com/watch?v=F60KRdIYPYk
https://www.youtube.com/watch?v=vXXvjMyGGs4
https://www.youtube.com/watch?v=ozNEdMcWZvQ
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https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
https://www.youtube.com/watch?v=bdkVzkIGjp0
https://www.youtube.com/watch?v=r7WEIbj93uY
https://www.youtube.com/watch?v=TmmKsT-f2XU
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
https://www.youtube.com/watch?v=LhDgtcJQ0Sk
https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA


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

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=768Xh6VO8pY
Beijing POWER OF LOVE 

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
Radioactive - Lindsey Stirling and Pentatonix (Imagine Dragons Cover) 

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

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=qFbSutjmfEY
Riding on the wind(風にのって) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj0b8aDW2iA
Spirit of the Harvest Dance 

https://www.youtube.com/watch?v=tt2NIDtp-Ls
Rolling in the Deep - Adele (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

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=N-YuSKeFMxY
2CELLOS - Wake Me Up - Avicii [OFFICIAL VIDEO] 

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 
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https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
Lia - karma 

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=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life) 

https://www.youtube.com/watch?v=YMFdXQ5zS_g
Ancient Mother 

https://www.youtube.com/watch?v=xq4v_k9adfE&list=PL60D6B2BF29B35752
ギリシャ音楽 

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=2KXLQD5YEPk
ElbtonalPercussion plays Stewart Copeland / The Gene Pool (feat. Benny Greb) 

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

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=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
https://www.youtube.com/watch?v=aPyFiZjXJx0
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https://www.youtube.com/watch?v=xq4v_k9adfE&list=PL60D6B2BF29B35752
https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk
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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=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=8zj-UWmPqzU
The Witchcraft Song Collection - Chants, rites, spells, dance songs 

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=OPigZLdHGvA
Ghanaia 

…ここまでで、保存４０曲…？？

へ（＾＾；）ら…な…い…ッ！！

（いや、まだだ…ｗ　途中で間違えてるし…ｗｗｗ）

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=Fg9X7Gnc-2U
Ｚ．刻をこえて 

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

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade

…うん。（＾＾；）
ここまでで保存用、【ベストオブベスト】…前半戦、４０曲♪

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 22時間22時間前 
せっかくつくったアニメ画像なのに

おきにいりにしてくれないのか？

カラーじゃないとだめ？@Plutokun_Bot
どうよ？プルトくんが手をふりながら

この世が消えてゆく感じ‥しない？

http://twitter.com/ST0NES/status/636092365539676161 …
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CNPaohJUEAAHItv.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
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（９月10日）　心せよ、究極において人間を支えるものは何か。その者一人の孤独と
意地である。そうした者の内に神が宿る。

http://85358.diarynote.jp/201509101205128658/

「ただちに命を守る行動をとってください」警報／命に悪影響を

及ぼす原発事故「原子力緊急事態宣言」には全く触れていない

／BSの英語で報道してるのがNHK。

2015年9月10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 
尾崎清之輔＠新時代の幕開けに向けて @LiberalArtsBA · 4時間4時間前 
関東地方では「大雨特別警報」という「ただちに命を守る行動をとってください」警

報が出されているが、長期間に渡って多くの人命に悪影響を及ぼすレベル7の原発事故
と未だ「原子力緊急事態宣言」発令中という最優先の問題には全く触れていない。

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/ …

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生活・防災 @nhk_seikatsu · 10時間10時間前 
特別警報は、大規模で重大な災害の危険性が非常に高くなっているときに発表され

ます。数十年に１度しかないようないわば「緊急事態」であることを示す最大級の警

報です。特別警報が出た地域の方は避難勧告や避難指示が出ている場合には、周りの
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状況をよく確認して安全な場所に避難する必要があります

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

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
COBRA לע ת הלימ  תפקתה  @WadjetOsaka · 2時間2時間前 
大雨で放射性物質による地下水と農地の汚染拡大中

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
2015年9月中旬。そしてこの雨で、またF1の地下へ水が溜るわけです。あそこで原子
炉から地中へ抜けた、およそ3000℃と謂われる核燃料が地下水を沸騰させ、また出ま
すよ。#トリチウム水蒸気 の嵐‥おわらない。@hopi_domingo
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
2011年から原発事故などの汚染が酷い地域へ雨が集中するということは
山脈、森林の汚染が、ぜんぶ平地へ流れますね。@hopi_domingo
注意！！まだまだ続く…。
https://www.windyty.com/?25.800,125.991,4 …
各地の24時間雨量
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 3時間3時間前 
注意！！まだまだ続く…。。
https://www.windyty.com/?25.800,125.991,4 …
"@nhk_kabun
【各地の２４時間雨量】栃木県と茨城県では記録的な大雨となっています。最大級の

警戒をしてください。"
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3時間3時間前 
パープルほヘイズな夜明け‥

http://www.youtube.com/watch?v=4_TRFFjT-h0&t=46s …

https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1
https://www.windyty.com/?25.800,125.991,4
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1
https://www.windyty.com/?25.800,125.991,4
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=4_TRFFjT-h0&t=46s


2015.09.10_04.00-07.00.@TEPCO_Nuclear
激しい風と大量の雨に襲われる今、

揺れ続けるF1原発事故の敷地内で遠隔クレーンは朝から作業？
なんで？@Plutokun_Bot

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 3時間3時間前 
空の色が黄色、オレンジ、ピンク、紫・・・・

「空の異変気づけよ（ひふみ神示）」

@hopi_domingo @akira_pt4ever

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ぴくるす @hanakonene · 5時間5時間前 
右っ側のが、危険の原因だねー。 
https://twitter.com/hanakonene/status/641738280879304704/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
2015年09月10日　小名浜(オナハマ)
99パーセントの湿度が連続した後に、100パーセントの湿度が連続し始めました。
溶融デブリに触れた水が蒸気となって湿度を押し上げているのです。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/641715738605023232/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
2015年09月9日 と 10日　東京(トウキョウ)
湿度100パーセント連続です。
梅雨だから？雨だから？やませだから？海霧だから？　違うでしょ。 

尾崎清之輔＠新時代の幕開けに向けて @LiberalArtsBA · 10時間10時間前 
フクイチは臨界とチェレンコフ光と放射性水蒸気という史上最大最凶のカオスな世界

。放射能汚染は日本全土を超えて太平洋や東アジア圏などへ拡散中。

＞2015.09.09_04.00-07.01.Unit4side https://youtu.be/y8zFRxwmdAM @YouTubeさん
から

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 · 10時間10時間前 
〔特別警報〕栃木県に大雨特別警報発表　直ちに命を守る行動を

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000001-rescuenow-soci …

https://twitter.com/hanakonene/status/641738280879304704/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/641715738605023232/photo/1
https://youtu.be/y8zFRxwmdAM
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000001-rescuenow-soci


10日00:20、宇都宮地方気象台は、栃木県全域に大雨特別警報を発表しました。栃木県
では、大雨による重大な災害の危険性が著しく高まっており、数十年に一度しかない

ような非常に…

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生活・防災 @nhk_seikatsu · 10時間10時間前 
周りの状況をよく確認して、外に出ることが難しい場合には無理に避難せず、建物の

２階以上に上がったり、崩れるおそれがある斜面から離れた部屋に移ったりして建物

の中のできるだけ安全な場所で身を守って下さい。

ＮＨＫ生活・防災からのTwitterアラート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 10時間10時間前 
【栃木県に大雨の特別警報】

低気圧の影響で栃木県では非常に激しい雨が降り続き記録的な大雨となっていて気象

庁はさきほど栃木県に大雨の特別警報を発表しました

栃木県ではこれまでに降った大雨で甚大な災害の危険が迫っています。土砂災害や川

の氾濫、浸水に最大級の警戒が必要です #alert

務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【記録的な大雨に関する栃木県気象情報 第１号】
０時２０分に大雨特別警報を発表しました。

栃木県では、これまでに経験したことのないような大雨となっています。

最大級の警戒をしてください。

（2015年9月10日 0:20 宇都宮地方気象台発表）

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生活・防災 @nhk_seikatsu · 11時間11時間前 
【氾濫の危険性が高い河川(23時現在)】
国土交通省のデータによると、この大雨で氾濫の危険性が高くなっている河川は、栃

木県の利根川水系で姿川、田川、巴波川、永野川、思川。

埼玉や東京の利根川水系では中川、綾瀬川、茨城県の利根川水系の鬼怒川です。流域

にお住まいの方はご注意ください。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 12時間12時間前 
オレンジ色っていうか、黄色かな？

しかし凄い色だな。何故だ？

https://twitter.com/tun127/status/641534094686339072 … 

https://twitter.com/tun127/status/641534094686339072
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/641640388269178881/photo/1


https://twitter.com/akira_pt4ever/status/641640388269178881/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 12時間12時間前 
藤沢市（神奈川県）Fujisawa-City 2015.8.30
①環境放射線量： 91,5μsv/h　11,4μsv/h 
②大気中サンプル： 6μsv/h 

AKIRA 2024さんがリツイート 
エンドケイプ ( Endcape ) @endcape · 12時間12時間前 
@akira_pt4ever やはり、本当目がおかしくなったのかと思うほどのイエローでした。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 12時間12時間前 
“@LiberalArtsB 2015.09.09_04.00-07.01.Unit4side https://youtu.be/y8zFRxwmdAM 
夜明けの紫色出ました。

日が昇ってからは、定番の緑ガス。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
ちょうど多摩川から東京湾への河口付近で、豪雨がやまない状態

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641621478090276865/photo/1
ここだけ局地的なゲリラ豪雨。さっき山手通りを見てきたけど、下目黒付近の地形が

低い場所は、すごい水位で、消防車が下水の溢れ出しに警戒してた。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
23時ごろから、また降り始めたね。
大田区〜目黒区付近のゲリラ豪雨。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641618192587055105/photo/1
今日の夕方、多摩川河川敷：大田区のゴルフ場。矢印が多摩川。完全に水没。ほんと

早く雨やんでほしいね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
このころは、まだ報道してたよね

雨水＝ストロンチウムが400トン。　最近は、まったく報道しない。報道したとして
もネットの片隅

いつも21時のニュースでは報道しなくても、BSの英語で報道してるのがNHK。知らぬ
は日本国民だけ。

https://youtu.be/y8zFRxwmdAM
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641621478090276865/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641618192587055105/photo/1


AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
AKIRA 2024さんがリツイートしました かこ�（かあこ�）��
空が黄色やオレンジツイート。

空に異変ある時は地に異変あり。

https://twitter.com/endcape/status/641531783020867585 …
https://twitter.com/tun127/status/641534094686339072 …
https://twitter.com/lovelove_tron/status/641556221552553986 …
黄色からピンクへ、豪雨の中。横浜も。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【栃木市 ３万人余に避難勧告】（続き）
栃木市では、これまでに1万世帯余り、およそ2万7800人に避難勧告が出されていて、
避難勧告が出ているのは、これで合わせておよそ1万1500世帯、3万人余りに上ります
。

（2015年9月9日 22:44 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【栃木県で５０年に一度の記録的大雨】

栃木県では降り始めからの雨量が多いところで４００ミリを超えるなど、５０年に一

度の記録的な大雨となっているところがあります。

気象庁は、土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。

http://nerv.link/yX4G7k

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
世田谷、目黒、大田区は、未だに凄い雨。

画像は20時40分現在の多摩川。　丸子橋付近のグランドは、夕方よりも水没してま
すね。 明日まで、この感じで雨が降ったら、かなり危ないと思う。いつもの感じの雨
と違う。

cmk2wlさんがリツイート 
備後太郎 @sp9bingotarou · 16時間16時間前 
@cmk2wl【メモ】東京で湿度１００％が異常発生 

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
9月9日 19:00 西日本は東電福島原発の風下状態が続いています。
明日の夜まで、西日本は沖縄まで含めて要注意。

https://twitter.com/cmk2wl/status/641562213224943616/photo/1

https://twitter.com/endcape/status/641531783020867585
https://twitter.com/tun127/status/641534094686339072
https://twitter.com/lovelove_tron/status/641556221552553986
http://nerv.link/yX4G7k
https://twitter.com/cmk2wl/status/641562213224943616/photo/1


AKIRA 2024さんがリツイート 
KAORU(｢ﾟДﾟ)｢ ｶﾞｳｶﾞｳ @kaoru_utau · 18時間18時間前 
今博多駅なんだけど、線路に人倒れてる………

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 18時間18時間前 
@akira_pt4ever 9月6日に撮った私の家から見た景色です。当然、加工無しですが(笑)
紫がかっています。

https://twitter.com/momoa_mjlove/status/641561445776232448/photo/1

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 
9日15:30現在、群馬県・埼玉県・東京都で相次い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/ 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/641501815150891008/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 21時間21時間前 
こりゃ相当ｺｴｰのだ！RT @azuma_alb0804: 多摩川すげー事になってんな(京王線車内
より) 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
また高濃度汚染水が海へ漏れましたという報道

「9日：福島第１原発の排水路から放射性物質を含む雨水が外洋に流出したと発表した
。今年の４月以降、外洋への流出は、これで７回目」

詳細：http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150909-00000028-mai-sctch …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
台風の時に、よく報道される「目黒川」

下目黒付近は、急に水位が上がってきていて、あと70センチで警戒水位（13時20分の
数値）

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 22時間22時間前 
.@akira_pt4ever @DancingDax @yanko165 F1地下で暴走する核燃料は、いくつかの
地下水脈に触れて爆発〜地震を繰り返す場所と、浅い場所で地下水を沸騰させカラ炊

きになったときの異常もあるかもしれないです。

https://twitter.com/momoa_mjlove/status/641561445776232448/photo/1
http://thunder.tepco.co.jp/
https://twitter.com/rescuenow_net/status/641501815150891008/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150909-00000028-mai-sctch


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 23時間23時間前 
@DancingDax @ST0NES @yanko165 
落ちていく雨粒がカメラの前を通過した瞬間に、中性子が雨粒を通過・減速して、チ

ェレンコフ発光している、という説明も可能なのではないでしょうか？

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 
群馬県建設業協会 @gunken000 · 23時間23時間前 � 群馬県 安中市 
災害

作業中

安中市松井田町 (主)松井田軽井沢線 通行止め中 #安中市災害
2015/09/09 10:40 1 
https://twitter.com/gunken000/status/641437445930651649/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 23時間23時間前 
東京は恐ろしい中性子線が飛び交う核燃料放射能汚染地帯

http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/616d58ebe67328ee7c23325e1c860133 …
首都圏でウラン２３５から発せられる中性子線は

事故後１１６倍に上昇

事故前は中性性は平均で４ｎＳＶ/ｈ
原発事故後は４６４ｎＳＶ/ｈ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 23時間23時間前 
.@akira_pt4ever @DancingDax @yanko165 F1地下で暴走する核燃料は、いくつかの
地下水脈に触れて爆発〜地震を繰り返す場所と、浅い場所で地下水を沸騰させカラ炊

きになったときの異常もあるかもしれないです。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
関東付近は、湿った空気が台風に刺激されての大雨。

12時50分現在の主な「避難情報：http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/ 」
（神奈川県相模原市：山梨県甲府市、長野県北佐久郡）が避難勧告など。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
都内は「やんだかな？」と思ったら、突然、降り出したりを繰り返してる。

https://twitter.com/gunken000/status/641437445930651649/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/616d58ebe67328ee7c23325e1c860133
http://crisis.yahoo.co.jp/evacuation/


都内の雨雲は、うず巻いてるみたい。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641454150044139521/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 23時間23時間前 
この部分も重要な映像です。光る物体、何かやばいモノをを引きあげ吊り出すとき、

いつもとはちがう画面の乱れ‥というか、1号機と2号機の間の空間から横へ長い時間
にわたって七色。かなり強い放射線の影響でしょうか。@akira_pt4ever 
https://twitter.com/ST0NES/status/641468421893308416/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 23時間23時間前 
そもそも1号機には既に2011年から、がれきもないわけですか
らhttp://twitter.com/ST0NES/status/637482313866043392 …
これは確実に地面の下からですね。@akira_pt4ever 下にあった光る物体…1号機の裏に
降ろす途中、画面全体に凄い乱れ

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 24時間24時間前 
@ST0NES 光る物体の上の黒い物体は、吊り下げられて降りて行き、釣り上げられた
時に、光る物体が上がってきた。下にあった光る物体を引っ掛けて釣り上げたという

こと。

1号機の裏に降ろす途中、画面全体に凄い乱れが発生している。 

宇宙天気ニュース @swnews · 24 時間24 時間前 
[記事] 太陽風の磁場が北向きに変わり、磁気圏は穏やかになりました。
http://swnews.jp #swnews

…ははは…☆（＾◆＾；）★
「あのまま軽井沢」にいたら、私も今ごろは避難騒ぎの渦中か…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
「自己責任」

フランスの大学では研究してる日本特有の概念。「誰も責任を取りませんよ。全てあ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641454150044139521/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/641468421893308416/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/637482313866043392
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s


なたがたが悪いのです。後で文句いうな」という概念

空間線量は10マイクロある場所もありますが、自宅へお帰り下さい。産地直送の未検
査のサンマ祭りです。太平洋側で海水浴や波乗りをお楽しみ下さい

AKIRA 2024さんがリツイート 
HIRO @kakiaki1005 · 16時間16時間前 
マイナンバーを割り当てたということは、日本当局が、日本は将来IMFから金を借りる
ことを明確にしたのと同義。

つまり、官僚は日本が近い将来国家破綻することを認めたという事になる。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月9日 
照明器具？それならあのような速度で隠す必要はない

。http://www.youtube.com/watch?v=8BWJPIDlT-8 …
ガラス固化体された燃料デブリ？周辺で地震が起るほど危険な作業？何かが世間に隠

されてます。@akira_pt4ever 何でしょうね？拡大

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月9日 
おいっ！あれはなんだ？2号機の手前で（地下から？）
不気味に光るモノを吊りあげ、1号機の向こうへ隠して
地震で激しく揺れる遠隔クレーン！

2015.9.8.@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=8BWJPIDlT-8 … 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月9日 
2015年9月8日11時16分ごろ@TEPCO_Nuclear
24時間前もM4.1で #震源はF1。海側？#深さ30km
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289 …
地下水脈は南北でやられてるのか？

遠隔クレーンも作業が困難‥

http://www.youtube.com/watch?v=8BWJPIDlT-8 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月9日 
静岡周辺ではオカシナ地震が相次ぎ

http://twitter.com/ST0NES/status/641287190572437504 …
予め地盤が ゆるくされているので心配だが
#放射能の風 が日本の中心部で逆巻くように
あの台風は誰が何十時間も太平洋沿岸へ停滞させているのか？9月9日 

http://www.youtube.com/watch?v=8BWJPIDlT-8
http://www.youtube.com/watch?v=8BWJPIDlT-8
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?e=289
http://www.youtube.com/watch?v=8BWJPIDlT-8
http://twitter.com/ST0NES/status/641287190572437504


bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
sa360 @sa3605 · 7月18日 
@ST0NES @Lulu__19 @Kantei_Saigai @TEPCO_Nuclear @meti_NIPPON はい、電
磁波を盛んに照射しています。西の風が高層から中層強く吹き福一の風は回転するよ

うにされています。ご注意ください。人工台風でしたが気圧の操作をしています。

AKIRA 2024さんがリツイート 
こころころ @corolin_aki · 6月19日 
なぜ、放射性廃棄物の基準が変わったのか？

なぜ、心不全パンデミックと言われるほど心不全が増えたのか？

なぜ、外国は日本の食品や製品を輸入規制してるのか？

なぜ、病院が混み合っているのか？

なぜ、急病人が増えたのか？

安全厨の方に、ぜひとも、納得のいく説明をしてほしい。

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

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 14時間14時間前 
電車や会社のエアコンでたっぷり吸ってますよねカビ

喉痛いとかあり得ないから

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 14時間14時間前 
@kappel0208 @cmk2wl 8月30日に藤沢での環境線量とダストサンプル結果です。ここ
までの数値は初めて、しかも上限振り切ってるから正確な数値は不明。カザフのサイ

ガの死と欧州のヨウ素全域での検出と全て納得できました。いったいぜんたい。。。

。

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 14時間14時間前 
煽る気はありませんが、こうした数値が関東圏から検出されるということは、突然関

東のヒトが集団死しても不自然ではない、ほどの深刻な事態である証です。呑気に窓

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


を開けていれば、他人まで巻き込んで殺してしまいかねない。決して窓は開けないよ

うに、喚起など論外。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Aro 〈 超オリーブの木の下で 〉 @aro_flashy · 15時間15時間前 
2015年09月09日
被曝症状最前線　10　寿司、ラーメンで胃腸炎　汚染食材を食べ続け大腸に穴 すしや
刺身を食べて胃腸炎になる例が多発。セシウムではない別の放射性物質、ストロンチ

ウム、イットリウムか、ポロニウムなどが疑われる。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/147783862.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 9月9日 
東京（練馬区）現在、0.15μsv/h（ＴＥＲＲＡ-Ｐ）
昨日、今日、線量の高い日が続く。

雨の降り始めは一気に上昇していたのは昨年、今年は雨が降り続けても線量が落ちな

いケースがあります。

昨日から一部のモニタリングでは、東京線量は欠測中

AKIRA 2024さんがリツイート 
なっちゃん#8 @Natsuminnie0603 · 9月9日 
どーやったら踏切の中で車が横転するのか教えてください。

AKIRA 2024さんがリツイート 
知りたくなかった雑学bot @siritakunakatta · 9月5日 
口内炎は癌細胞の一種 

AKIRA 2024さんがリツイート 
ひまわり @yukityaann · 9月3日 
昨日弱い雨が降り出した途端に猛烈なカビ臭がし始めて、あまりに強烈すぎて慌てて

家に逃げ帰ったのだが、何が起きているのだろう。今まで生きてきてこんなことは初

めてだ。どんなに長雨が続こうとあんなカビ臭がすることはなかった。歩道や壁がう

っすらと黒いあれが全部カビなのか？

AKIRA 2024さんがリツイート 
ぴか @pika5days · 8月28日 
子どもが水筒持ち帰るのを忘れたので、軽く水洗いして保管しようと蓋を開けた瞬間

http://inventsolitude.sblo.jp/article/147783862.html


、黒いカビがびっしり…
カビ飲んでるよこれ…どうやって親に知らせよう…怖くて言えない…

AKIRA 2024さんがリツイート 
エアコンからなんか黒いすすが落ちてくると思ったらカビだった

今までこんなん吸ってたのかと思ったら気分悪くなってきた

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日13:15
AKIRA 2024さんがリツイート 
wonder mom @pukapukataco · 9月8日 
ついに家族4人分のビザが出揃いました。14日にNZに向かいます。直前割引でニュージーランド
航空片道、名古屋発、成田乗換え、オークランド行きで家族4人で257,280円でした。海外に引っ
越すのは2回目だけど、余裕なし。不安でいっぱいです(苦笑)

AKIRA 2024さんがリツイート 
HIRO @kakiaki1005 · 16時間16時間前 
　

そろそろ日本の国民は破綻後の生活を見据える時期に来たね。

生き残るために外に出るのか？

はたまた農業でも始めるのか？

どちらにせよ、他人の意見は聞きなさんな。

自分の心の声に従いなさい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日13:21
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AKIRA 2024さんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 20時間20時間前 
自分で考える人は、幼少期から矯正されるし、それでも考え行動する人は排除される社会。

AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 18時間18時間前 
どのような時代、どのような社会にも、この世には二種類の人間しかいない。自ら事を決して、

その責任をとる人間と、人に追従してかろうじてその存在の意義を保つ人間と。心せよ、究極に

おいて人間を支えるものは何か。その者一人の孤独と意地である。そうした者の内に神が宿る。

AKIRA 2024さんがリツイート 
京丸奇談 @doederleini · 9月9日 
お金の使い時というのがあり、節約のし時というのもある。関西への避難を決めた時には「今使

わないでいつ使うんだ？」とクシャナ殿下のようなセリフでキメて散財した。まあパートナーか

らは散々な事言われたけど。今後、子供を海外に出せるチャンスが来たら、老後なんかどうでも

ええ、思うんだろな。

 



（９月10日）　大雨による鉄塔倒壊で　原発爆発　する。

http://85358.diarynote.jp/201509101813416881/

65万人に避難勧告！／川崎駅水没！／400ミリ超
えの大豪雨！／鉄塔崩壊で原発へ送電できな

くなったら爆発／「命を優先するのですぐ逃げ

ます」。

2015年9月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 29 分29 分前 
名無し：09/10 13:03
なにこれ？大雨による鉄塔倒壊で原発への送電ができなくなったら爆発することを意

味するよね。

大雨等による当社設備(鬼怒川発電所構内設備)への影響…
http://photo.tepco.co.jp/date/2015/201509-j/150910-01j.html … 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/641916856542998528/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201509101813416881/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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AKIRA 2024さんがリツイート 
M a i @maibaba11 · 2時間2時間前 
福島の母から「命を優先するのですぐ逃げます」と返事がきた。原発事故後に1番言っ
てほしい言葉が目に見える自然災害だとポンと出てしまう。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
チェルノブイリ事故の被害者ブドビチェンコ

「東京電力福島第1原発事故の放射能汚染にさらされた人びとは、一生にわたって、が
んや深刻な病という「いつ爆発するかわからない爆弾」におびえながら暮らすことに

なるだろう」

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Green Breeze @breeze000 · 4時間4時間前 
アメリカ環境省の基準によれば、東京都は「放射能汚染地域」

。http://enformable.com/2012/03/parts-of-metropolitan-tokyo-area-would-be-designated-
radiological-area-if-located-at-us-facility-or-doe-site/ …

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 · 9月9日 
水道水から、放射性物質が

出てくるんだから、「学校の給食が・・・」

なんて、言ってる場合じゃないよね。

「水道水が汚染されている状態ならば、お手上げです。政府は避難命令 を即刻出すべ
きです」琉球大学　矢ヶ崎教授

amaちゃんださんがリツイート 
ぶんぶん @ranmaru302 · 9月6日 
そうそう。移住で健康になるよ。夫は原因不明の湿疹も治ったし、高血圧も高脂血症

も脂肪肝も言われなくなったし、大腸ポリープの再発もない。私も蕁麻疹が出なくな

ったし、甲状腺機能低下症も瞼の痙攣も起こらなくなった。家族３人、歯の欠けも爪

の無痛剥離もこっちでは起きてない。

https://www.youtube.com/watch?v=6BTjG-dhf5s
Daddy Yankee - Limbo 

http://enformable.com/2012/03/parts-of-metropolitan-tokyo-area-would-be-designated-radiological-area-if-located-at-us-facility-or-doe-site/
https://www.youtube.com/watch?v=6BTjG-dhf5s


…つくづく今、日野の百草園の【多摩川土手より低い土地】に、
棲んでいない自分の、強運を祝っておりますが…

…フクシマのお隣、イバラギは、どぉいうことになってんだ…？？
…||||（＠＠；）||||…

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

amaちゃんだ @tokaiamada · 1分1分前 
茨城・常総「人が流された」複数の情報

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150910/k10010226241000.html …
鬼怒川温泉旅館　6階まで浸水
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000058453.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 36分36分前 
気象庁地磁気観測所

「9月9日に発生した磁気嵐は、9月10日の12時頃に終了しました。（9月10日15時10分
更新）　詳細：http://www.kakioka-jma.go.jp/index.html 

特務機関NERV @UN_NERV · 51分51分前 
【救助要請は１１９番通報に 茨城県】
茨城県災害対策本部は、家の中に取り残されるなどして救助を要請したい場合は、１

１９番通報をしてほしいと呼びかけています。

http://nerv.link/17obbr

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【茨城県 ライフライン情報】
常総市の周辺では、つくば市の筑波大学附属病院と筑波メディカルセンター、それに

取手市のＪＡ取手総合医療センターの３か所が災害指定病院に指定されていて、救助

された人やけがをした人を受け入れる準備を進めています。

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 
〔関東大雨〕災害救助法適用（茨城県：9/9〜）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000015-rescuenow-soci …
茨城県は、台風18号などによる大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、
又は受けるおそれが生じていることから、災害救助法を適用すると発表した。…

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150910/k10010226241000.html
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000058453.html
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http://nerv.link/17obbr
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000015-rescuenow-soci


特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【鬼怒川決壊で浄水場水没し断水】

茨城県常総市によりますと、鬼怒川が決壊した影響で、市の東側に水道を供給してい

た浄水場が水没したため、午後５時から鬼怒川の東側のすべての地域で断水している

ということです。

http://nerv.link/PP3tkK

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【茨城・鬼怒川で堤防決壊 濁流のなか懸命の救助】
茨城県では常総市で鬼怒川の堤防が決壊し午後５時現在も、濁流が住宅地に流れ込ん

でいます。

http://nerv.link/Ll0F6P

レイ 3104@rei228 · 1 時間1 時間前 
フクイチもスゲー気になる…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
福島でも大雨被害

「50年に1度の雨量：土砂崩れや冠水など、一部の地区が孤立状態。10日の夜遅く
まで、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るところがある見込みで、11日までに予想
される24時間降水量は多い所で200ミリ」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641893218922041344/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき市の１６００人余に避難指示】（続き）
いわき市では地元の小学校と公民館の2か所の避難所に職員を配置して、住民の避難に
備えています。

（2015年9月10日 17:35 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき市の１６００人余に避難指示】
福島県いわき市は、市内の鹿島町を流れる矢田川が大雨で氾濫するおそれがあると

して、▽鹿島町御代と▽鹿島町久保の2つの地区の合わせて653世帯、1632人に対し、
「避難指示」を出しました。

http://nerv.link/lP3wdK

http://nerv.link/PP3tkK
http://nerv.link/Ll0F6P
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641893218922041344/photo/1
http://nerv.link/lP3wdK


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
9月10日15時現在の雨雲
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641883074150567936/photo/1
茨城や栃木で悪さをしてる雨雲は、昨日から台風17号の横にある南北に伸びる雨雲。
昨日は東京大田区を起点に南北へ伸びていたけど、やや東にズレた。この湿った空気

を溜め込んだ雲が無くならないと雨は止まないね

rin(脱原発脱被曝に1票) @tsuyopon0709 · 3 時間3 時間前 
これから雨雲がフクイチに行くね　溢れ放題だと思

うhttp://weather.yahoo.co.jp/weather/raincloud/ …

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@首都圏 @nhk_shutoken · 3時間3時間前 
【ニュース】（続き）このうち、茨城県常総市では、ヘリコプターによる救助活動の

安全確保のために午後２時４５分からおよそ２０００世帯への送電を停止していて、

送電を再開する見通しは立っていないということです。

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150910/4836551.html … #nhk

https://www.youtube.com/watch?v=Hla6sAJ7lQs
Makai Kingdom OST: Sabat 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24分24分前 
9月10日：東京湾で２連続の地震
（14時18分06秒：マグニチュード2.6・深さ24.9km）（14時18分57秒：マグニチュー
ド2.5・深さ24.4km）
震源は（北緯35.520度、東経139.890度）ほぼ同じ。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641912640541822976/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 2時間2時間前 
カビは放射能と湿度のダブルでどんどん増殖するんだろうね。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3時間3時間前 
2015年9月9日13時45分の、そんな地震があった時間帯に
F1では既に昼から微振動が続いているなか‥

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641883074150567936/photo/1
http://weather.yahoo.co.jp/weather/raincloud/
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150910/4836551.html
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641912640541822976/photo/1
http://www.youtube.com/watch?v=c3zGLv0r1S8


http://www.youtube.com/watch?v=c3zGLv0r1S8 …
2号機の脇のクレーンはモクモクと何の作業？
http://www.youtube.com/watch?v=eoRyKROoCyQ …
体操？@TEPCO_Nuclear

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
#東電の原発事故 周辺。9月9日@Jasmine_Eq00
13:45:20〜
福島県沖M3.8〜M4.0
13:44:59 深さ40km
http://twitter.com/Jasmine_Eq00/status/641472531828899840 …
http://twitter.com/Jasmine_Eq00/status/641472628151062528 …
https://twitter.com/Jasmine_Eq00/status/641472611457765376/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました para
最近のF1現場では
なにやら核燃料の残骸のようなモノを掘り出して隠してました。

http://twitter.com/ST0NES/status/641468421893308416 …
http://twitter.com/ST0NES/status/641454050978869250 …
@pecko178 何かあっても絶対に絶対に報道しない。

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.5】東京湾 深さ24.4km 2015/09/10 14:18:57 http://j.mp/1EPxAAw

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】東京湾 深さ24.9km 2015/09/10 14:18:06 http://j.mp/1EX6iYL

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
鬼怒川。

堤防が決壊して、茨城県が大変なことになってるね。２階や屋根に人が多数、取り残

されてるけど、自衛隊のヘリで救助。

かおなし @cocorono121 · 5時間5時間前 
フクイチから汚染水外洋流出…台風の雨が溢れポンプが許容量を超えたって雨漏りみ
たいなレベルで報道チラッとしてますけど…普通これ号外レベルの事故ですよ しかも
外洋流出７回目です 私が前面に立つとの完全ブロックの最高責任者は趣味の安保に夢

http://www.youtube.com/watch?v=eoRyKROoCyQ
http://twitter.com/Jasmine_Eq00/status/641472531828899840
http://twitter.com/Jasmine_Eq00/status/641472628151062528
https://twitter.com/Jasmine_Eq00/status/641472611457765376/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/641468421893308416
http://twitter.com/ST0NES/status/641454050978869250
http://j.mp/1EPxAAw
http://j.mp/1EX6iYL


中です

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 6時間6時間前 
フクイチが猛烈な降雨域に入ってるんだけど、ニュースに出てこない。

http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/index.html?areaCode=205&contentType=0 …

musiqueancienne @musiqueancienne · 6時間6時間前 
今後、この大雨の中心は東北方面に移動するらしい。つまり、この記録的な大雨がフ

クイチを直撃するのは、ほぼ確実だということだ。だとすると、ただでさえ軟弱な地

盤の上に並んだあの汚染水タンク群が倒壊したり、それこそ「不測の事態」が起こる

ことが憂慮される。現場は今、どうなっているのだろう？

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風磁場が南向きに強まり、激しい磁気圏の活動が発生しました。
http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
COBRA לע ת הלימ  תפקתה  @WadjetOsaka · 10時間10時間前 
大雨で放射性物質による地下水と農地の汚染拡大中

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
2015年9月中旬。そしてこの雨で、またF1の地下へ水が溜るわけです。あそこで原子
炉から地中へ抜けた、およそ3000℃と謂われる核燃料が地下水を沸騰させ、また出ま
すよ。#トリチウム水蒸気 の嵐‥おわらない。@hopi_domingo
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
湘南パパ @tenkamuteki2100 · 11 時間11 時間前 
こ、この黒袋は…(；・∀・) RT @KashiwaRunaway また水浸しに…(ｰｰ;) 
https://twitter.com/KashiwaRunaway/status/641752750242443264/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
CTBTのヨウ素131検出は記入上のミスではあり得ない　圧力を受けて不検出に改ざん
した可能性大 
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/637.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 

http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/index.html?areaCode=205&contentType=0
http://swnews.jp/
https://twitter.com/nhk_kabun/status/641764860615782402/photo/1
https://twitter.com/KashiwaRunaway/status/641752750242443264/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/637.html


階段状の突然低下！／楢葉町のモニターの空間放射線量はドーユーふうに「線量が

低下」したってか？

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/785.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
記録的な豪雨で65万人に避難勧告！水位が上昇した多摩川が氾濫寸前に！川崎駅は
水没！400ミリ超えの大豪雨！
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7939.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
福島第一原発事故後　1ミリシーベルト近いプルームが近傍を次々と襲っていた
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163264958.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
月別人口動態で出生死亡比率の変化パターンが崩れる　　茨城県日立市

http://inventsolitude.sblo.jp/article/163145487.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
２０１５年９月の東京電力福島第一原子力発電所（随時追記あり）

福島第一原子力発電所の状況について（日報）

東京電力株式会社

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4347.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
東京電力は一切の対策を拒否し、汚染水を雨水に混ぜて投棄している

雨が降るたびに必ず猛烈な放射能汚染水が海洋に流れてゆく

第一原発、汚染雨水が流出

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/09/post_12139.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
八ツ場ダム、住民敗訴確定　最高裁判断、６訴訟で初

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001843.html …
安倍政権は権力絶対優先の人権感覚の希薄な最高裁判事を任命したようだ

これでは違憲訴訟の結果も見える

日本は完全崩壊するだろう

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/785.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7939.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163264958.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163145487.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4347.html
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/09/post_12139.html
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001843.html


あちこちで避難勧告が出ているが、本当に必要なのは河川付近や低地のごく一部

無用な勧告を乱発する理由は、被害が出た場合の責任追及を怖れて、不要無用な勧告

でも出しておけば言い訳が立つとの自治体の愚かな腹づもり

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
首都圏のホットスポットについて

既に倦怠感・下痢・鼻血・喉の違和感・胸痛・湿疹などが発症

これから子供の甲状腺疾患

大人の癌・糖尿病ほか・あらゆる症状が増加してくる

（小出氏・布施氏・中山氏などの合同記者会見2012年5月4日）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/80d2e20d5c66e8106f7a62beba1b4baf …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
2011年3月19日9時〜3月26日9時　積算フォールアウト
（１平方メートルあたり）

◎茨城ひたちなか市　ヨウ素131：20万Bq、セシウム137：25000Bq
◎新宿　ヨウ素131：85000Bq、セシウム137：6400Bq
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4d93cb4bef3bacc7174d372f9bbf53e6 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
ヘレン・カルディコット女医

どうして生体組織検査もしないで嚢胞や結節が悪性でないと分かるのですか

子供に甲状腺のう胞や結節が見られることは滅多にありません

これは明らかにヨウ素131等の影響
チェルノブイリより、はるかに高い発生率です

ものすごい被曝量だったに違いありません

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
(2012/12)
東京の伊藤病院の岩久建志医師らが

日本甲状腺学会で発表した情報

東京の病院で3千人に行なった検査でも
福島と同程度ののう胞が見つかった

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/80d2e20d5c66e8106f7a62beba1b4baf
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4d93cb4bef3bacc7174d372f9bbf53e6


重要なのは子どもにとっての危険度は

首都圏も福島と同程度だということ

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c7ec2fbb220a08f6c70792af7a3594a8 …

amaちゃんださんがリツイート
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
"springlovelovee 2014年8月9日
検診で頸動脈超音波したら

甲状腺のう胞あると言われ

関東から避難してる友人も

去年からのう胞でてきて今年は結節に

その旦那さんも

去年なかったのう胞が今年はでてきた

福島から避難してる知人

数え切れないのう胞があると"

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月8日 
amaちゃんださんがリツイートしました 4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を
https://twitter.com/4_Sea_/status/641277962814275585 …
延岡でサンマを食べたら翌朝、全身が痛くてベッドから起き上がれなくなった

2011年末、福島で汚染土を採集しながら帰宅してからの症状とまったく同じ
よく考えたら延岡でサンマが獲れるわけがない

東北産の冷凍物だったんだよ

amaちゃんださんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 9月8日 
栃木県那須「某牧場内」　9.4μSv/h　http://bit.ly/J1qDAF

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月8日 
東海地震の前触れ？　浜岡原発で地震が頻発中（最短2.61km）。なんなのだろう？
http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/831.html …

amaちゃんださんがリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 9月8日 
東京都は危険インフラだらけ。特に橋は酷く、東京都内にある橋の50％は築50年以上
。いつ崩落してもおかしくないような橋が至る所にあるということ。橋は、築60年を
過ぎると重大な損傷、事故を起こすことが分かっている。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c7ec2fbb220a08f6c70792af7a3594a8
https://twitter.com/4_Sea_/status/641277962814275585
http://bit.ly/J1qDAF
http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/831.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 9月8日 
東北大学が非常事態宣言！強姦やわいせつ、窃盗等で逮捕者が相次ぐ！「自己を律し

てほしい」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7915.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月8日 
大阪府警巡査部長が集団強姦容疑、元警察官も逮捕！ネットで女性を乱暴する集まり

の参加希望者を募る

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7922.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月8日 
死亡率3割の「人食いバクテリア」、患者早くも299人、10年で最多(9/8 共同通信)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5406.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月8日 
楢葉町の生活道路脇の土壌から、セシウム１３７、キロ４万１９００ベクレル（セシ

ウム１３４は１万６００ベクレル）を検出

チェルノ強制避難(居住禁止ただちに強制避難。立ち入り禁止)の土壌汚染基準（セシウ
ム１３７、２万２７６９ベクレル/ｋｇ
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/post-352c.html#more …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月8日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました みろる@虹赤愛
名無し：09/08 23:40
WWOG2
今日夕方には…今日夕方には 今日夕方には…ｗｗｗｗ ＮＨＫ
どしたｗ

h27a33372b734d
NHK今日夕方にはwwwwww
何回言うのwwwwww

ちなみにいまなんかかなり？数分間くらい？

揺れてんですけど、１７：１７…。

地震なの？突風のせいなの…？？？

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7915.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7922.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5406.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/post-352c.html#more


https://www.youtube.com/watch?v=jxF0g1B4sZ8
Horizon (地平線) -- Eri Sugai

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9月8日 
2011年03月31日
3月30日、驚くべきニュースが流れた。
「2011/3/22 水道水からヨウ素131：370ベクレル検出」
千葉県の人は、発表された時にはすでに飲んでいる.
水道水を飲んだ市民は被曝した。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e293d13a1f1f8830f1cf93f89c430c1c …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9月8日 
2012年8月17日
「突発的な疲労感」を味わった人は

首都圏で相当いるのではないだろうか。

ちょっとこれはなんなんだ、

というようなきついだるさを経験した。

そういう話もよく聞いた。

「突然の眠気・突然の脱力」もそう。

耐え難い眠気にだるさとともに見舞われた。

amaちゃんださんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 9月8日 
グリーンランドの氷が解けたら、というNASAの動画
http://www.livescience.com/52091-if-greenland-s-ice-melts-sea-levels-rise-23-feet-
video.html …
そして実際に急速に融け始めました。

http://www.bbc.com/news/science-environment-28852980 …

amaちゃんださんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 9月7日 
【拡散】TOHRU_HIRANO 福島でまた異常な線量。２か所の地点で、一気に約４０マ
イクロに急上昇。７月ごろから度々、同じ現象。ちょう青のグラフの時間帯の前に福

島で震度３の地震があった。　福島に住んでる人へ正直に告知すべきだ 

https://www.youtube.com/watch?v=jxF0g1B4sZ8
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e293d13a1f1f8830f1cf93f89c430c1c
http://www.livescience.com/52091-if-greenland-s-ice-melts-sea-levels-rise-23-feet-video.html
http://www.bbc.com/news/science-environment-28852980


https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/391897913166528513/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 9月7日 
首都圏の川やダムは、やっぱり放射性物質で汚 染されているんじゃないか——。環境
省がＧＷ前にこっそりと発表した「公共用水域における放射性物質モニタリングの測

定結果」には、目を疑いたくなるような数値が並んでいる。 http://bit.ly/120nF2i

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

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 分8 分前 
9月10日18時46分：桜島
爆発的噴火（噴煙：火口上2400m：弾道を描いて飛散する大きな噴石：4合目
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150910185858_506.html
…）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641916493668573185/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月10日 17:15】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月10日 17:04
現象：噴火

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://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/391897913166528513/photo/1
http://bit.ly/120nF2i
https://www.youtube.com/watch?v=tm-13w8HbcE
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150910185858_506.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641916493668573185/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=qqprM9t-ZrM


（９月10日）　いや。エルさん…　気持ちはありがたくいただくけど、その発想は、
バツ！

http://85358.diarynote.jp/201509101814233060/

トヨタは人間を殺す気／白血病にかかる確率が

２倍／ファブリーズの危険性について。

2015年9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=DoN9FDWNtYs
稜線の風－北アルプスの印象 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 3時間3時間前 
栃木茨城では住宅が浸水倒壊しているので、かなりのガレキが発生することが予想さ

れる。津波震災がれきのことを考えると、また国は広域で処理する可能性がある。

こういう災害が起こるとあらゆるものが大量のゴミになる。

有害な物質を含むゴミをゴミ焼却場で大量に燃やすという事態になる。

amaちゃんださんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201509101814233060/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509101814233060_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509101814233060_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509101814233060_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DoN9FDWNtYs


kenji @buick54aki · 10時間10時間前 
WHOが３〜４ミリガウス以上の電磁波を浴びた子供は浴びない子供に対して白血病に
かかる確率が２倍に高まると発表 同じ低周波の電磁波をプリウスでは安定走行時で１
０ミリガウス以上になることが確認 トヨタは人間を殺す気

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
＜悲報＞日本の賃金水準が韓国に抜かれる！もはや先進国とは呼べないレベルに

http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/425.html …

amaちゃんださんがリツイート 
ジャーナリスト　田中稔 @minorucchu · 12時間12時間前 
公明党は門前払い　安保反対署名、渡せず

http://www.nikkansports.com/general/news/1535241.html … @nikkansportsさんから　
公明党は本当に悪質な政党だ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
先進国では唯一苛酷な難民受け入れ制限を行ってきた日本が、一層苛酷な難民拒否姿

勢を示している

http://jp.reuters.com/article/2015/09/09/europe-migrants-japan-
idJPKCN0R917X20150909 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
アルツハイマー病を引き起こすとされる異常なタンパク質「アミロイドベータ」が、

３０年ほど前まで使われていた成長ホルモン製剤の投与で人から人へ感染していた可

能性があると、英国のチームが９日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001883.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
辺野古１９日までに取り消し表明　承認めぐり沖縄知事

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001919.html …
過去のパターンからは、ちょうどフクイチの安全性に懸念を表明した元福島県知事、

佐藤栄佐久が、突如、身に覚えのない汚職疑惑をかけられ知事を追放されるというよ

うな事態が起きるはずだが

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
ワタミ、介護事業売却へ　損保ジャパンが入札

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901002058.html …

http://www.asyura2.com/15/hasan100/msg/425.html
http://www.nikkansports.com/general/news/1535241.html
http://jp.reuters.com/article/2015/09/09/europe-migrants-japan-idJPKCN0R917X20150909
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001883.html
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001919.html
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901002058.html


ワタミ介護ホームは食事がとても良いとの噂

経営側は、「カロリーの高い豪勢な食事ばかり与えれば、すぐに死んで回転が上がる

」と発言していたようだが

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
2015/4/27
「日銀が国債のほとんどを買う「戦時状態」にあることをマスコミは伝えない」

http://sun.ap.teacup.com/souun/17204.html#readmore …
５００兆円が総額の株式市場に『年金資産５０兆円』

を「官製相場」につぎこむＧＰＩＦ。

２２日にも日銀は１兆１５００億円もの国債を買った。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
【日本人が知らない 恐るべき真実】
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/42584ce26c93bd1f8f95808190455fbc …
日米安保条約

この条約によれば、駐留米軍は日本の安全保障の義務はなく

いつ日本人に襲いかかってくるかわからない

例えば1988年米の駆逐艦タワ－ズが
日本の巡視船を標的に射撃訓練を行なっている

amaちゃんださんがリツイート 
ぞうさん @MtElephant · 21時間21時間前 
電力を捨てるために建設⇒「発電所」 揚水式発電　”とんでもない電力会社のトリック
が隠されてる” http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1007e54f932803a46fc65c21c1d0de7b …
@neko_aiiさんから

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月8日 
名無し：09/08 23:52
den_rotten 2015年9月5日
田村市都路地区。人口3千人規模。
311後、避難しなかった神主さんが亡くなられた。
後を継いだ40代女性も死亡。お二方ともに白血病。
初めて今日聞いた話。ご冥福をお祈りします。

http://sun.ap.teacup.com/souun/17204.html#readmore
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/42584ce26c93bd1f8f95808190455fbc
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1007e54f932803a46fc65c21c1d0de7b


amaちゃんださんがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 9月9日 � Östliche Vorstadt, Bremen 
報道ステーション「元最高裁長官、安保法案 "違憲" と明言」http://bit.ly/1ipqBnL 　防
衛相や官房長官、内閣法制局長官が「私人などいちいち相手にしない」などと言い放

っているのがすごい。 

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月9日 
私の言うことを「過激」と感じる人に聞きたい

もし、あなたが600万人を殺戮したナチズムを断罪する立場なら何をする？
「原発事故はたいした被害が出てない」

なんて思ってたらあなたも刑務所行きだ

フクイチ事故は、これから30年の間に日本人数千万人を殺戮することになるのだから

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

…いや、エルさん…（＾＾；）…
気持ちはありがたくいただくけど、その発想は、バツ！…

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
脳を操作し、マウスの記憶消去　東大、認知症研究に寄与か

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001873.html …
これは731部隊出身、東大医学部教授だった台弘の研究テーマだ
東大は本郷7丁目31番地の思想に回帰している

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 9月9日 
ファブリーズの危険性について http://matome.naver.jp/odai/2141147440485682201 …
除菌・消臭スプレーは家庭用品品質表示法の対象外で、洗濯用洗剤や台所洗剤のよう

に詳細に成分を表示する必要はない。除菌成分（有機系）など曖昧な表示で、第四級

アンモニウム塩など危険な成分が入っていることが多い。 

amaちゃんださんがリツイート 
ハフィントンポスト日本版 @HuffPostJapan · 9月8日 
【どんなことを学ぶ？】高知の私立高校が「自衛隊コース」を新設へ

http://bit.ly/1ipqBnL
https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015090901001873.html
http://matome.naver.jp/odai/2141147440485682201


http://huff.to/1KBnXrC

amaちゃんださんがリツイート 
＊り〜ぽん＊ 030 @mitsurikananary · 9月8日 
マイナンバー大歓迎業界とは？？

『詐欺業界』

間違いなく流行する！！

https://www.youtube.com/watch?v=BSmToj9VZ4s
Deva Premal - Gayatri Mantra (2 hours) 

amaちゃんだ @tokaiamada · 31分31分前 
ロシア軍、シリアで戦闘に参加　アサド政権支援＝関係筋

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000015-reut-n_ame …
プーチンが、イスラエル＝アメリカの前に立ちはだかった

これは凄いことだ

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章

 

http://huff.to/1KBnXrC
https://www.youtube.com/watch?v=BSmToj9VZ4s
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000015-reut-n_ame
https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU


（９月10日）　原稿が終わらなくても楽しんでやりなさい。そうすれば苦痛ではなく
なるはずだ。

http://85358.diarynote.jp/201509101843124741/

音 匣 oto hako 清 沌 sei ton ...２．
2015年9月10日 音楽 コメント (1)
（…だめだ全然へらない…ｗｗｗ）

★いいかげん消すよ〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=bVrJcypLM1k
トマトのうた.MP4 

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

☆まだまだ聴くよ〜…♪

https://www.youtube.com/watch?v=wnZ9aGE5uOM&index=34&list=PL8413742A11DD3017
Suikoden IV OST #34 - Keep Going! Finish Them Off! 

https://www.youtube.com/watch?v=lA3M5LMCsgw&index=22&list=PL8413742A11DD3017
Suikoden IV OST #22 - Southern Wind 

https://www.youtube.com/watch?v=q1P2q2Vc9MQ
オーディナリー・マーチ

https://www.youtube.com/watch?v=DoN9FDWNtYs
稜線の風－北アルプスの印象 

https://www.youtube.com/watch?v=V362KwNrgjU
Biggest Lindsey Stirling mix ever! 40 songs! 

http://85358.diarynote.jp/201509101843124741/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201509101843124741/
https://www.youtube.com/watch?v=bVrJcypLM1k
https://www.youtube.com/watch?v=BS0T8Cd4UhA
https://www.youtube.com/watch?v=wnZ9aGE5uOM&index=34&list=PL8413742A11DD3017
https://www.youtube.com/watch?v=lA3M5LMCsgw&index=22&list=PL8413742A11DD3017
https://www.youtube.com/watch?v=q1P2q2Vc9MQ
https://www.youtube.com/watch?v=DoN9FDWNtYs
https://www.youtube.com/watch?v=V362KwNrgjU


https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章 

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

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=O0VlnQjG3z0
HADZA TRIBE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hla6sAJ7lQs
Makai Kingdom OST: Sabat 

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=BSmToj9VZ4s
Deva Premal - Gayatri Mantra (2 hours) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gPSH5qhGJzY
Celtic Nots & Lothlorien - Wicca | Celtic | Celta 

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=65j7UfG0Z5g
MUSICA RELAJANTE AFRICANA INSTRUMENTAL ONLINE, AFRICAN RELAX MUSIC.

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
https://www.youtube.com/watch?v=hZh-1eSM27c
https://www.youtube.com/watch?v=Hla6sAJ7lQs
https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
https://www.youtube.com/watch?v=BSmToj9VZ4s
https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs
https://www.youtube.com/watch?v=gPSH5qhGJzY
https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g


https://www.youtube.com/watch?v=6BTjG-dhf5s
Daddy Yankee - Limbo 

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=35Gh2KJJZoA
QUIERO CAMBIO - Protesta 

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=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
Hang Massive - Once Again - 2011 ( hang drum duo ) ( HD ) 

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=IOmFgIxvVzc
Super instrument 

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=GKM0zRGxHsI
My ultimate top ten 80’s songs! (full songs) 

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

https://www.youtube.com/watch?v=jxF0g1B4sZ8
Horizon (地平線) -- Eri Sugai 

https://www.youtube.com/watch?v=6BTjG-dhf5s
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=35Gh2KJJZoA
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
https://www.youtube.com/watch?v=IOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
https://www.youtube.com/watch?v=GKM0zRGxHsI
https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
https://www.youtube.com/watch?v=jxF0g1B4sZ8
https://www.youtube.com/watch?v=qqprM9t-ZrM


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=bosHibpMBCE
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vwp9JkaESdg
The Best of Bach 

☆　https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU　☆
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

…だ、だめだ…ｗｗｗ
他はともかく、これを聴き始めてしまうと、途中で止められない…☆…
作業のほうが停まる…ｗｗｗ

…あれ…？？（＠＠；）？？
逆に、「とってあったはずの曲が消えてる」…！！

（とりあえず、今はここまで…☆）

…余談…。

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT12600UP】 男性の睾丸を狙って噛みつく魚「ボールカッター（パクー）」が
スウェーデンで発見され、厳重注意が呼びかけられる

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52136737.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/641812100961009664/photo/1

…か、河童…？？？
…！（＠＠；）！…

https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE
https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
https://www.youtube.com/watch?v=vwp9JkaESdg
https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52136737.html
https://twitter.com/karapaia/status/641812100961009664/photo/1


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日20:16
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 1時間1時間前
 
原稿が終わらなくても楽しんでやりなさい。そうすれば苦痛ではなくなるはずだ。

 

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


（９月10日）　大魔王様ダイエットが頓挫してリバウンド２kg？…漫画読んでぬくぬ
く寝るさ〜☆

http://85358.diarynote.jp/201509102031134304/

「歴史にもしもは禁物だが。」

2015年9月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

（前々前項参照）

しかしながら、もしあのまま、

軽井沢や百草園にしがみついて暮らしていたら…

ヽ（・＿・；）ノ

いま現在、間違いなく、

全身濡れ栗鼠で避難所にいるか

床上浸水遭難中かのどっちかで…
(・ω・;)(;・ω・)

少なくとも間違いなく、

漫画は全部、

水没していたでしょおね…

ヽ（・＿・；）ノ

勘と根性だけで判断して、

命賭けで逃げ出して、

なんのアテも無く放浪しかけて生活保護を受け、

ホームレスにもなりかけたのに…

結局いま、

札幌でぬくぬくしている。

…！(^。^;)！…

私は、本当に【運が強い】…

(≧ω≦)b

https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
Fix You / Clocks - Coldplay (violin/cello/bass mashup) - Simply Three 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日20:34
す速く避難！

した者の勝ち！(^O^)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日21:14
【みなかみ町】逃げなさい！

…と、何度も書いてたのは、
どうもコレだったのか…
明日あたりに起きる大規模崩壊の予知画像だったのか…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日23:10
洗濯と洗髪して、ついでに夏のあいだ傷め放題だった毛先をバッサリ伐採しました…(^_^;)

ぃえ、来週バイト先の強制健康診断が課されているので（疾病が見つかったら、医療保険料を使

わせる前に退職を強要するというアカラサマで姑息なイヂメで…(-_-#)…）

大魔王様ダイエットが頓挫してリバウンド２kg？の分を、小手先ならぬ毛先カットで、５００ｇ
ぐらい減らしておこうかな〜…と…σ(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日23:38
土鍋でパスタ茹でて、レトルトカレー載っけて温っためてますなう。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月10日23:39
漫画読んでぬくぬく寝るさ〜☆

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509110153142133/

（築城あり。）　ＤＮが読めないよ？

2015年9月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

サバ水没？（；‾Д‾）

前項、「私を抜かすなーっ！」とか白兎さんが怒っているのでｗ

代理ｗｗｗ

http://www.bing.com/images/search?
q=%e4%b8%89%e5%8d%83%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e9%b4%89+%e7%94%bb%e5%83%8f&view=detailv2&&id=B64A7F2B3C31F57D73AAA277074F4E1FBCF02455&selectedIndex=1&ccid=fXTzPvyW&simid=608005681480010667&thid=OIP.M7d74f33efc965be7bd67f1147e7dde55o0&ajaxhist=0
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月11日1:56
…２時間？待ったよ。(^_^;)
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509102031134304/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509102031134304_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509102031134304_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150910/85358_201509102031134304_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
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/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201509110153142133/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509110153142133/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150911/85358_201509110153142133_1.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=%e4%b8%89%e5%8d%83%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e9%b4%89+%e7%94%bb%e5%83%8f&view=detailv2&&id=B64A7F2B3C31F57D73AAA277074F4E1FBCF02455&selectedIndex=1&ccid=fXTzPvyW&simid=608005681480010667&thid=OIP.M7d74f33efc965be7bd67f1147e7dde55o0&ajaxhist=0
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


…眠れなかったよ…(^。^;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月11日7:23
０

５２４

７００．（＾＾）
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（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年９月）

（中旬）
 
 



（９月11日）　晴れてるので大魔王ダイエット！と唱えながら歩きます…（＾＾；）
…

http://85358.diarynote.jp/201509110801059506/

本日【９．１１】／飯館村で４００ミリの降水／フクイチは「線

状降水帯」集中豪雨。

2015年9月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera · 6時間6時間前 
@toy2bkk @mariyatomoko @tim1134 今夜フクイチは「線状降水帯」集中豪雨という
名の気象兵器によって目下、攻撃されています。台風の渦にかき回され海へ、地下水

へ大気へと環境に放射能汚染物質が拡散されています。私の喉は痛み眼球から出血。

血の涙を流しています。

https://www.youtube.com/watch?v=802m4gzuyHk
"Say Something" (A Great Big World) Cello and Piano Cover by Caitlin & Max 

おはようございます。０７：２９です。

札幌２１℃。雲が多めだけど…晴れ？

微風、乾燥。…快適です…♪
まどべには夕べの洗濯物をずらずら…☆

予報だと降水確率９０％くらい？だったのでバス通勤の予定（だから自転車は置いて帰って来た

）だったんですが…

晴れてるので大魔王ダイエット！と唱えながら歩きます…（＾＾；）…
 
ので、一時間早く出ないとね…（＾へ＾；）…

ってことで、もうあまり時間がありません。

自衛隊のバカどもが、実弾演習やってやがってて五月蠅いです…★

https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

Makoto Shibata @bonaponta · 4分4分前 
フクイチが毎日３００トンの汚染水放出。→トリチウム水が異常気象過激化。→１０

年１度のはずが毎年起きることに。→土人官僚発狂。

「１０年に１度の大雨に耐えるため」（同省）w
記録的な豪雨、改修予定の堤防襲う　鬼怒川決壊

http://www.asahi.com/articles/ASH9B5JTLH9BUTIL034.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 相馬市の一部に避難勧告】
福島県相馬市は市内を流れる宇多川が氾濫危険水位に達していることから、11日午前4
時までに中野寺前地区、南飯淵地区、岩子稲田地区、岩子北稲田地区、北飯渕1丁目、
北飯淵3丁目、中村砂子田地区の708世帯に避難勧告を出しました。

インドア派キャンパー @I_hate_camp · 3時間3時間前 
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フクイチのあたりが赤いけど、大丈夫かね？ 
https://twitter.com/I_hate_camp/status/642067690882904064/photo/1

ゆり @Liliumoon · 3時間3時間前 
フクイチ崩壊したりしないよね…
地面がゆるゆるになってるんじゃ…
というか、4 年半倒れずにもってるのが既に奇跡なのかな。

不正選挙監視団 @rigged_election · 4時間4時間前 
【拡散】周辺地域で線量が1000倍に急上昇！ “フクイチ”で何かが起きている!?　４月
６日から８日に突如として高い線量を検出した南相馬市のモニタリングポスト。特に

常磐自動車道の鹿島SAでは５５μSvという通常の１０００倍もの数値を記録
　http://bit.ly/1HNJjja

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 5時間5時間前 
フクイチの建屋の高線量瓦礫がクレーン撤去されているんだけど、片付けられた瓦礫

が消滅したわけじゃない。隣接の東電敷地に運ばれて埋設されているに過ぎない。で

、この記録的な雨で埋設地がどんな状態になっているのか。まったく報道されない。

un志水　満 @tennsi21 · 7時間7時間前 � 東京都 大田区 
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=131208 …：フクイチの露天の原子炉から全核種のホッ
トパーティクル（超微粒子の放射性物質）が青空天井＝開放空間に向けて噴出され、

拡散しているのだ。 
https://twitter.com/tennsi21/status/641997024695422976/photo/1

un志水　満 @tennsi21 · 7時間7時間前 � 東京都 大田区 
この雨でフクイチは決定的な状況になった〜日本では表に出ない海外記事

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307463&g=131208 …：最大の問題は、
原子炉炉心のメルトスルー…汚染水が港の中に閉じ込められているはずもなく、汚染
水は直接太平洋に漏れている 
https://twitter.com/tennsi21/status/641994688065462272/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
やっぱり、いつもとは違うみたいね。

カウント数が多め。おとといフクイチの屋根カバーを外したのが、ランダムに飛んで

来てるね。久々に線量がおかしい。今日の夕方から「あれ？変だな？」と思って、様

子をみてたけど、明らかにいつもと違う放射線のカウント数。

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 9時間9時間前 
飯館村で４００ミリの降水。フクイチの汚染水タンクを囲う堰の水位が上昇して、４

時間にわたって外に漏れ出た恐れがあるという。地上だけの水位じゃないよ。地下水

位だって上昇する。それがニュースになって出てこない。

かおなし @cocorono121 · 17時間17時間前 
フクイチから汚染水外洋流出…台風の雨が溢れポンプが許容量を超えたって雨漏りみ
たいなレベルで報道チラッとしてますけど…普通これ号外レベルの事故ですよ しかも
外洋流出７回目です 私が前面に立つとの完全ブロックの最高責任者は趣味の安保に夢
中です

https://www.youtube.com/watch?v=VppUsXzbUkY
Yanni - Concert 2006
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特務機関NERV @UN_NERV · 6 分6 分前 
【宮城 多賀城市の全域 ６万２０００人余に避難勧告】（続き）
市内の12か所に避難所を開設しています。
（2015年9月11日 7:50 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 7分7分前 
【宮城 多賀城市の全域 ６万２０００人余に避難勧告】
宮城県多賀城市は市内を流れる七北田川の水位が上がったため、11日午前4時10分、市
内全域のおよそ2万5772世帯、6万2452人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/0Hca4y

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【宮城 塩釜市内全域に避難勧告】
宮城県塩釜市は、大雨による被害のおそれがあるとして、午前4時半、市内全域のおよ
そ2万3000世帯、5万6000人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/2suh48

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 
〔特別警報〕宮城県に大雨特別警報発表　直ちに命を守る行動を（レスキューナ

ウニュース） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150911-00000004-
rescuenow-soci … 

ＮＨＫ生活・防災からのTwitterアラート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 5時間5時間前 
【宮城県に大雨の特別警報】宮城県では非常に激しい雨が降り続き、記録的な大雨

となっていて、気象庁は先ほど宮城県に大雨の特別警報を発表しました。宮城県では

これまでに降った大雨で甚大な災害の危険が迫っています。土砂災害や川の氾濫、浸

水に最大級の警戒が必要です。＃宮城＃大雨 #alert

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 11時間11時間前 
#避難情報(10日21:00現在)
【避難勧告】

・山形県：最上町

・福島県：いわき市

・茨城県：つくばみらい市、つくば市、古河市、土浦市、常総市、水戸市、境町、石

岡市、筑西市、龍ケ崎市

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 11時間11時間前 
#避難情報(10日21:00現在)
【避難指示】

・茨城県：下妻市、古河市、常総市、牛久市、筑西市、結城市、八千代町

・栃木県：野木町、宇都宮市、小山市、栃木市、鹿沼市

…被曝の酷い地域の「証拠隠滅」作戦のための人造台風じゃないの…？？

（収穫期の食料生産地域が全滅…！）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 27分27分前 
小山市社協ボランティアセンター(浸水：9/10〜)
http://www.rescuenow.net/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%83%85%e5%a0%b1/2248
…
9月10日、栃木県の小山市社会福祉協議会は、台風による浸水被害被災者支援のため、
ボランティアの派遣を行います。
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レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 11時間11時間前 
#避難情報(10日21:00現在)
【避難勧告】

・栃木県：野木町、下野市、佐野市、大田原市、宇都宮市、小山市、上三川町、茂

木町、那須塩原市、鹿沼市

・千葉県：八千代市、印西市、木更津市、柏市

ハル明の家は水没したなこりゃ…ｗｗ

（…にしても…、

【原発事故なのにタカをくくって逃げなかった愚か者たちへの天罰】級の、

「ミゾユウの」大騒ぎだねぇこりゃ…★）

埒不埒 @hurati · 6時間6時間前 
5年後、東京五輪なんてやっても経済が破綻して庶民は派遣労働者化して働きづめで疲
弊してスポーツ観戦どころじゃなくなってフクイチは更に酷くなって諸外国が棄権。

競技は成り立たなくなって競技場はガラガラ。街は警備のために閑散。巨大な借金が

残り、潤うのはD通とメガ土建屋のみ。だからやめよう

 

カラパイア @karapaia · 2 時間2 時間前 
【RT100UP】 このままシベリアは飲みこまれるのか？巨大な陥没穴の幅が9か月で4倍
に（ロシア） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200445.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/642075105669967872/photo/1

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT1300UP】 でもこれ石なんです。ケサランパサランみたいなモッフモフな鉱物「
オケナイト」 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52191447.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/642053708642017280/photo/1

白兎さんの「イメージ石」これにしようｗｗｗ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月11日8:04
時間だ…☆
今日も平和な札幌で、日常性バイアスしてきま〜す…♪
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（９月11日）　札幌は終日平穏でした。

http://85358.diarynote.jp/201509111002453421/

本日の「ご用事」。

2015年9月11日 りす＠齧歯類。 コメント (1)
　

ビルの窓ガラスにうっかり激突して墜落して気絶していたらしい

小鳥さんに気づかす、

視力の弱い私は偶然うっかり蹴り飛ばし…(^。^;)…て、

蹴られたショックで息を吹き返して？もがいてくれたので

ようやく「生きてるナマモノ」と気がつき慌てて保護搬送。

(^。^;)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月11日14:57
　

危うく踏み潰すところでした…
σ(^◇^;)。。。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509111018179081/

放心の放鳥。（＾◇＾；）

2015年9月11日 りす＠齧歯類。
　

（承前）
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車道を渡って大通公園に放鳥。

(^o^)／

脳震盪おこしてるらしく、呆〜然…としてましたが…

いっぺん羽ばたいたので、骨折はナシ。生きる気力もある…

元気で越冬しろよ〜…！

※放生会

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%94%9F%E4%BC%9A
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509111508425699/

馬飼った♪(^o^)／
2015年9月11日 グルメ コメント (3)
　

小鳥さんに時間をとられて当初目的地の元気ショップのパンを買いに行く暇が

なくなったので素早く転進して市役所の一階で買いました。

(^_^)v

野菜たっぷりで馬〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 

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9月11日15:27
　

あ、宮田屋のサンドイッチね。

(^_^;)

２切れで５００円もするの。

(-.-;)

ふだん買わない高級品♪o(^-^)o
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月11日23:56
　

札幌は終日平穏でした。(^_^;)
おやすみなさ〜い…☆(^。^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月12日6:34
　

…【実家直下】型、震度５弱！
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（９月13日）　私たちの体は、すべて星の物質でできている。

http://85358.diarynote.jp/201509130009398994/

ＤＮＡ．

2015年9月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 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9月13日0:55
眠れないとか弱音を吐くなバカ者。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月13日8:51
cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前
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「私たちの遺伝子中の窒素も、歯の中のカルシウムも、血液中の鉄も、かつて収縮した恒星の内

部で作られた。私たちの体は、すべて星の物質でできている。私たちは、きわめて深い意味にお

いて「星の子」なのである。」カール・セーガン博士

これは救いの言葉。死んでも星の一部の戻るだけだと…。
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509130820535386/

7SEEDS 23 (フラワーコミックスアルファ)
2015年9月13日 読書
　

前項これね。
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（９月13日）　私は今日、物語の種を蒔き、すべての悲喜劇を、笑いトバシテ生き
よう…。

http://85358.diarynote.jp/201509130824197287/

９月１３日の朝記。

2015年9月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
やっぱり、いつもとは違うみたいね。

カウント数が多め。おとといフクイチの屋根カバーを外したのが、ランダムに飛んで

来てるね。久々に線量がおかしい。今日の夕方から「あれ？変だな？」と思って、様

子をみてたけど、明らかにいつもと違う放射線のカウント数。

おはようございます。０７：５５。

札幌は気温１６℃。無風。

ベクレ雨。０．０５１μ。

（－－＃）

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
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地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年09月13日（日）【当日】
01:00 0.051 0.048 0.050 6 
02:00 0.050 0.047 0.048 6 
03:00 0.048 0.047 0.047 6 
04:00 0.050 0.049 0.050 6 
05:00 0.049 0.046 0.047 6

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

ありとあらゆることが一度に起こっているので情報を拾いきれず、全体像を把握できません。

（〜〜＃）

それでも。

私は今日、物語の種を蒔き、すべての悲喜劇を、笑いトバシテ生きよう…。

https://www.youtube.com/watch?v=DNyKDI9pn0Q
Titanic Theme Song • My Heart Will Go On • Celine Dion 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
久々に線量が高い。なんだろう。

地上4階（inspector：γ線のみ：0.138〜0.161μSv/h）　通常時平均（0.098μSv/h）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
結局、今の日本は

「自然が戦争のごとく人間に襲ってくる」そんな時代

3.11巨大地震と巨大津波、日本全域の地震、火山の活発化、異常な台風、河川の氾濫。
まるで3.11以降は「戦時下」みたいなもの。相手は自然だし容赦ない
集団的自衛権で米国の戦争の手伝いをしてる余裕なんてないはず

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
教科書は「阿蘇山は昔、大噴火した」こんな感じかな。最近、日本の学者も言い始め

たように、阿蘇山は「87000年前の巨大噴火の火砕流で九州の4分の3と山口県を焼き尽

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
https://www.youtube.com/watch?v=DNyKDI9pn0Q


くした火山

安保法案よりも、こっちの対策の方が急務なのでは？と思う

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
さっきから桜島が噴火しまくり。台風が去ってから、ちょっとペースを上げ過ぎ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641934654627446784/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
河川の氾濫は、どうしても無警戒になる人が多いですよね

自分のいる所は、そんなに雨が降ってなくても、数時間前に上流で大雨だったり、何

本かの河川が複雑に合流していれば、あっという間に水位が上昇するので注意した方

が良いですよね。　今回、氾濫してるのは、利根川水系　@imarijun

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
13時30分頃は大丈夫だったけどね
14時頃：鬼怒川の堤防が決壊「茨城県常総市：自衛隊、懸命の救出活動」動画報道
（http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150910-00000030-ann-soci …）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641921531371655169/photo/1
人が流されたという目撃情報が数多くあるようで、夜も救助活動中

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
9月10日：東京湾で２連続の地震
（14時18分06秒：マグニチュード2.6・深さ24.9km）（14時18分57秒：マグニチュー
ド2.5・深さ24.4km）
震源は（北緯35.520度、東経139.890度）ほぼ同じ。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641912640541822976/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
気象庁地磁気観測所

「9月9日に発生した磁気嵐は、9月10日の12時頃に終了しました。（9月10日15時10分
更新）　詳細：http://www.kakioka-jma.go.jp/index.html 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
東京電力：記者会見中。

マルチ中継：http://www.tepco.co.jp/tepconews/streaming/index-j.html …
昨日の雨で汚染水が海へ漏れてるけど、気象庁によると、福島は今夜から更に雨量が

増えるらしいけど、 また漏れるだろうな。海に。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641934654627446784/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150910-00000030-ann-soci
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641921531371655169/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641912640541822976/photo/1
http://www.kakioka-jma.go.jp/index.html
http://www.tepco.co.jp/tepconews/streaming/index-j.html


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月10日 
福島でも大雨被害

「50年に1度の雨量：土砂崩れや冠水など、一部の地区が孤立状態。10日の夜遅く
まで、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降るところがある見込みで、11日までに予想
される24時間降水量は多い所で200ミリ」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/641893218922041344/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=802m4gzuyHk
"Say Something" (A Great Big World) Cello and Piano Cover by Caitlin & Max
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（９月13日）　哭きながら平常性バイアス…

http://85358.diarynote.jp/201509130859525461/

致死的な１万ベクレルのセシウムが体内に入ったときの重さ

0.00000000276ｇ。

2015年9月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

cmk2wl @cmk2wl · 1 分1 分前 
「些細なことだといって、ひとつ妥協したら、将棋倒しにすべてがこわれてしまう」

黒澤明

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
もう3.11以降、麻痺してるよね。多くの人が。
変だよね。今朝、こんな（東京湾の震源）で震度５弱の地震が起ってても「大きかっ

たね。被害がなくて良かったね」なんて。その程度って、おかしいんだけどね。ほん

とうはね。東京湾の地震は危ない。

（承前＋前々項）

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

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月13日 04:05】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月13日 03:53
現象：爆発

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 時間6 時間前 
今日の東京湾の地震は

明らかな予兆があった。それを言わないんだよね。気象庁は。だから、この先どう

なる？も言わない。震度１以下を公表しないから。だから国民は無警戒になり、今回

の水害も同じだけど、堤防が決壊しそうな雨量でも情報が遅い。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
ほんとうに違和感がある

今日の気象庁の「東京湾：震度５弱」に関しての緊急会見。変なんだよね。解析み

ても。珍しいメカニズムに起ってる地震だし、９月の初めから、何度も東京湾で地震

が起ってる。そのことを言わない。なんだか「突然、東京湾で地震が起きました」と

国民へ言ってる。違和感がある

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
２週間前ぐらいから配布されてますよね

東京都民だけみたいだけど。全ての家にポスト投函されてる。立派な冊子。冊子とい

うよりも完璧な書籍ですね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642723823356280832/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
さっきの北海道：浦河沖の地震

9月になっても、震源地あたりだけ「海水温」が高い状態。　8月のお盆ぐらいから北
海道近海が高い状態。（海水温が高い＝必ず大きな地震が起こるわけではない）けど

、念のため気をつけた方が良いですね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
震源地：北海道

関東まで揺れが広がってる規模が大きな地震。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642694540520878080/photo/1

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642723823356280832/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/642694540520878080/photo/1


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13 時間13 時間前 
2015年9月11日のF1。この光は何でしょうか？@TEPCO_Nuclear
https://twitter.com/ST0NES/status/642350755727306754/photo/1
@Happy11311 トラブルを小さく見せようとするこの姿勢が多くの人から反感をかっ
てることに何故気づかないんだろうか？15年前の東電体質に戻った感じ

amaちゃんだ @tokaiamada · 19 時間19 時間前 
フクイチから放出されたセシウムの総量は36000テラベクレル
その重さは１５Kｇ
致死的な1万ベクレルのセシウムが体内に入ったときの重さ
0.00000000276ｇ
テトロドトキシン致死量0.002g
放射能毒性は化学金属毒性の重さより五桁以上軽いので同時複合作用は考えられない

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 21時間21時間前 
まるで、ハリケーンで水没したあとのニューオーリンズ。

http://twitter.com/search?q=641924953055494144&src=realtime=default&f=tweets …
#水害のあとはカジノがやってくる。
数年後にわかるはずです。そのために更地を確保しようとしてる者がいる。

@hopi_domingo
https://twitter.com/hopi_domingo/status/642519598797950976/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 22時間22時間前 
[記事] 650km/秒に達する高速太陽風が到来し、オーロラの活動も強まっています。
http://swnews.jp #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
さっきの東京湾の震度５弱の地震。

箱根の大湧谷も、かなりの揺れ。　大湧谷の2カ所の地震計が、いずれも震度３。噴気
の量も増えて来て、現地調査団が複数名、登場しました。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
12日05時49分
東京湾の地震の解析結果（F-net）
気象庁の緊急会見では、ただ単に「南東方向に引っ張れる正断層地震」と言ってたけ

ど（AQUA-CMT）の解析を見ても「南東引き」＋「横ずれ」だから、珍しい地震発生
のメカニズム

https://twitter.com/ST0NES/status/642350755727306754/photo/1
http://twitter.com/search?q=641924953055494144&src=realtime=default&f=tweets
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https://www.youtube.com/watch?v=9nYTLW0pyNE
DAVID GARRETT - "Ode To Joy" (Beethoven) 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月11日 
忠告。

この画像は、あまり熱心に見ないほうがいい。

ツイートする際にも直接に誰かのアカウントは含めないほうがいい。

そういう恐ろしいもんだよ。人知を超えて。@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/ST0NES/status/642350755727306754/photo/1
http://pic.twitter.com/R6KdZ1AJnS

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月11日 
抜粋http://kuroki-rin.cocolog-nifty.com/heaven_or_hell/2007/04/post_6b2c.html …
大内さんも篠原さんも青い光（チェレンコフ光）を見た瞬間、すでに肉体は「死んで

」いたのである。中性子線によりほぼ体中の染色体がズタズタに破壊されてしまい、

修復不可能な状態に至っていた…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月11日 
チェレンコフの光を見たら死ぬというのは本当なのですか？ 
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1076998405 …
2015年9月11日。画像で見るぶんでも寿命が狂わされそうだな。
@Plutokun_Bot チェレンコフ放射は青白いんです！ 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月11日 
バッチリですね。誰も隠しようも言い逃れもできない。@sp9bingotarou
【 チェレンコフ青光】2015.09.11_01.00-04.00.Unit4side
http://www.youtube.com/watch?v=T4dlBy3f8q0&t=1m54s …
動画1：55ころ

cmk2wl @cmk2wl · 9月11日 
東北、関東周辺の河川敷は超高濃度に汚染されているから、堤防決壊で住宅地の汚染

が悪化しただろうね…。
濡れているうちはまだいいけど、水が引いて乾燥したら飛散する。

cmk2wl @cmk2wl · 9月11日 

https://www.youtube.com/watch?v=9nYTLW0pyNE
http://twitter.com/ST0NES/status/642350755727306754/photo/1
http://pic.twitter.com/R6KdZ1AJnS
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汚染物質詰めた袋流出、川の氾濫で…福島・飯舘
読売新聞 9月11日(金)23時40分配信
環境省は１１日、関東や東北を襲った豪雨で福島県飯舘村を流れる川が氾濫し、川岸

近くの除染現場から放射性物質に汚染された草などを詰めた袋が流されたと発表した

。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月11日 
地震の多い国に原発。事故まで起して津波どころか台風の通過する国に除染のゴミ。

我われの騒ぎ方も少なすぎて力不足ですが、それで政府を倒せる！@k2cyan 除染なん
て全くの無意味だったんですよ。移住以外に東北の人たちが、助かる方法はない。

cmk2wl @cmk2wl · 9月10日 
2015年09月11日 07:50のレーダー画像。今日もまずいことになりそう。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/642109880984186880/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=FTykaqqmhjg
DAVID GARRETT - JOSE CARRERAS GALA 2012 

AKIRA 2024さんがリツイート 
cosmos @cosmos115 · 22 時間22 時間前 
これは覚えておいた方がいい！！

首都圏は非常事態から３時間後に封鎖される。

首都圏から関西方面に脱出するルートは・・・

首都圏封鎖のときの脱出方法http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=290275&g=131207 … 
https://twitter.com/cosmos115/status/642522041195728896/photo/1
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さて。

哭きながら平常性バイアス…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月13日10:24
今日はもうダメそう。

個人的に。(∋_∈)

もう完全に、

【ツカイモノにナラナイ】…。

。。。(〃_ _)σ‖
 

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


（９月13日）　歩いて帰りますッ！

http://85358.diarynote.jp/201509132025199428/

札幌０.０３５μ。

2015年9月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
下がりました！(^o^)／
 
 

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9:20
　

01:00 0.051 0.048 0.050 6 
02:00 0.050 0.047 0.048 6 
03:00 0.048 0.047 0.047 6 
04:00 0.050 0.049 0.050 6 
05:00 0.049 0.046 0.047 6 
06:00 0.057 0.045 0.051 6 
07:00 0.064 0.059 0.062 6 
08:00 0.060 0.052 0.056 6 
09:00 0.053 0.052 0.052 6 
10:00 0.057 0.054 0.055 6 
11:00 0.054 0.052 0.053 6 
12:00 0.052 0.047 0.049 6 
13:00 0.047 0.045 0.046 6 
14:00 0.044 0.043 0.043 6 
15:00 0.043 0.041 0.042 6 
16:00 0.041 0.039 0.040 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 
18:00 0.040 0.038 0.039 6 
19:00 0.040 0.039 0.039 6 
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20:00 0.039 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.039 0.039 6 
22:00 0.040 0.039 0.039 6 
23:00 0.039 0.039 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509132143338117/

言い訳の余地は無いｗ

2015年9月13日 ダイエット コメント (2)
　

…雨はやんだしっ！(^。^;)！

歩いて帰りますッ！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
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無事帰投。23時32分。(^-^)g
札幌１５℃。雨上がりで無風。

線量低め。心身安定。(^_^)v

終わり良ければすべて良し！

…おやすみなさ〜い…(^o^)／
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日8:46
　

菜と卵の炒め。

丸ごとジャガイモ２個入り肉ジャガ。

野菜たっぷり「ハーフサイズ」豚汁。

「ミニ」ごはん。

（「…」）の部分に「最後の理性」が残ってます…ｗｗｗ）

たったの！　４９０円…♪
 



（９月⒕日）　死因は腫瘍。私は、このままの垂れ死にするなら、戦って死ぬ。その戦
う姿を見せる事が重要なのだ。

 
http://85358.diarynote.jp/201509140857119466/

目盛る。

2015年9月14日 りす＠齧歯類。
　

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT600UP】 大大大好き！！犬とホッキョクグマの仲良しっぷりがわかる画像特集
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51796340.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/643132083800424448/photo/1

カラパイア @karapaia · 17時間17時間前 
【RT100UP】 砂に隠れて獲物を待つノーザンスターゲイザーがあまりにもホラーだ
った。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200598.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/642957168874917888/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月11日 
名無し：09/11 15:22
福岡市動物園のオランウータン・ユキ死ぬ 寒さ苦手で毛布かぶる姿が人気に
http://tenjin.keizai.biz/phone/headline.php?id=5114 …
2008年2月〜2012年9月は東京都多摩動物公園にいた
そして死因は老衰ではなく腫瘍

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509141002135755/

「９月１３日 学級閉鎖」 東京で多発
／【@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。】
2015年9月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

@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

http://85358.diarynote.jp/201509140857119466/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=15
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51796340.html
https://twitter.com/karapaia/status/643132083800424448/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200598.html
https://twitter.com/karapaia/status/642957168874917888/photo/1
http://tenjin.keizai.biz/phone/headline.php?id=5114
http://85358.diarynote.jp/201509141002135755/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509141002135755/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150914/85358_201509141002135755_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150914/85358_201509141002135755_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150914/85358_201509141002135755_3.jpg


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 @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
#東電の原発事故@TEPCO_Nuclear
異様な閃光、発光現象いろいろ。ほんの一例。

http://twitter.com/ST0NES/status/623817431446716416 …
http://twitter.com/ST0NES/status/633235784632406016 …
http://twitter.com/ST0NES/status/634008650076393476 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月11日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました quickturn
名無し：2015/09/11(金) 18:27 ID:XXXXXXXX
立山弥陀ヶ原でごく小規模な噴火だって

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

あざらしサラダ @azarashi_salad · 4 時間4 時間前 
安保法案反対よりもフクイチ事故処理の安全対策充実や子供被災者支援法をスルーし

て帰還に偏重し避難者を切り捨てる政府に反対する集会やデモをする方が先だと思う

けどなあ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 2日2日前 
被曝症状最前線・インフルエンザ類似症状

http://inventsolitude.sblo.jp/article/163403047.html …

おはようございます。札幌は１８℃。

無風。快晴…！（＾＾）！

バイトは休み。

３連休の初日。（＾〜＾）

……さて……★

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 

特務機関NERV @UN_NERV · 42 秒42 秒前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月14日 09:34】
北海道地方は、引き続き１４日夜遅くにかけて、大気の非常に不安定な状態が続く見

込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

…は…？？（＠＠；）？？

http://twitter.com/ST0NES/status/623817431446716416
http://twitter.com/ST0NES/status/633235784632406016
http://twitter.com/ST0NES/status/634008650076393476
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163403047.html
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


…晴れてるよ…？

おもいっきり…？？

https://www.youtube.com/watch?v=Q9XTqQbuavI
時の回廊一時間"クロノ・トリガー" 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
明け方のF1。2015.09.14;@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=fnpI9AnW7kc&t=1m13s …
2号機の脇、画面右下。照明ではない。
放射線の光が炸裂した直後に映像が大きく乱れる。

8日と同じ場所。地下で空炊きか。
http://twitter.com/ST0NES/status/641281362268327936 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4時間4時間前 
ひどいな。@TEPCO_Nuclear
2014年2月で、こんな緑の #汚染濃霧 で煙るF1。
http://www.youtube.com/watch?v=ifbxFj8lyFM …
http://www.youtube.com/watch?v=hIYV7tJCYIA …
みんな、こんな毒ガスを吸い込んでたのか？ 
https://twitter.com/ST0NES/status/643157552918720513/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
2015年9月中旬まだ始ってない？
http://twitter.com/ST0NES/status/641777274929344512 …
気象庁の@JMA_kishou #汚染濃霧 注意報は12日10:50で解除になってるな。
それまでは、頻繁にF1で▲な #黒い海霧 沸いてたからな。 
https://twitter.com/ST0NES/status/643155498703810560/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
そろそろくるかもな。あれが。

http://twitter.com/ST0NES/status/641777274929344512 …
まずは風向き。

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 …

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
14日9時、東電福島原発からの風が関東から西の太平洋岸に向かいます。
三浦半島318㎞ 御前崎468㎞ 豊橋529km 和歌山742km 高知910km 
36kmで割って到達時間を出してください。
しばらく続きそうです。

https://twitter.com/cmk2wl/status/643087006373842944/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 11時間11時間前 
＊カビ疾患の兆候

頭痛

せきと喘息

副鼻腔と後鼻漏

痒みのある湿疹

関節痛

カビは異なる影響を人体に与える。急性症状と共に記憶障害を同時に引き起こしえる

https://www.youtube.com/watch?v=Q9XTqQbuavI
http://www.youtube.com/watch?v=fnpI9AnW7kc&t=1m13s
http://twitter.com/ST0NES/status/641281362268327936
http://www.youtube.com/watch?v=ifbxFj8lyFM
http://www.youtube.com/watch?v=hIYV7tJCYIA
https://twitter.com/ST0NES/status/643157552918720513/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/641777274929344512
https://twitter.com/ST0NES/status/643155498703810560/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/641777274929344512
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
https://twitter.com/cmk2wl/status/643087006373842944/photo/1


。

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
2012-05-10
マレーシアに行った

東京を離れる前

動悸・頭痛・喉痛・思考能力の低下・意識が遠のく

マレーシア

３日目頃から動悸・喉痛なくなった

東京で感じていた舌のしびれが、激減

日本に戻り

１日目軽い動悸・頭痛が始まり

２日目動悸で息が苦しい

東京から逃げます

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：09/13 20:10
「９月１３日 学級閉鎖」 東京で多発
https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php?
s=200&p=0&c=0&year=2015&mon=9&day=13 …
東京は湿度100％張り付きが１週間も多発したから、そりゃ具合も悪くなるでしょ。わ
たしはガッコ休んでと言い続けたのに。

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 12時間12時間前 
＊カビ疾患の兆候

頭痛

せきと喘息

副鼻腔と後鼻漏

痒みのある湿疹

関節痛

カビは異なる影響を人体に与える。急性症状と共に記憶障害を同時に引き起こしえる

。

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 12時間12時間前 
日本中線量乱れまくり。

日本海側西日本高い。

http://ma-04x.net/all.html

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 12時間12時間前 
"0505_fb: パイの実食べてたらいきなり舌にでかい血豆現れた
頼むから明日までには治ってくれ。。。"
#破壊線
安定の破壊食材、小麦系菓子

AKIRA 2024さんがリツイート
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 12時間12時間前 � 長野県 上田市 
"mukkuparu: これ食べてたらさ
舌から血出た

なんでだろう

https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php?s=200&p=0&c=0&year=2015&mon=9&day=13
http://ma-04x.net/all.html


めっちゃ痛い "
#破壊線
#口血線
飴ちゃんの破壊は現在調査中

そんな経験はない

https://twitter.com/mukkuparu/status/642542686071734272/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 13時間13時間前 
避難所でかぜ流行マスク着用を 茨城・常総　NHK http://nhk.jp/N4LD4ICD 
１３日になってかぜの症状を訴える人が急に増えた

避難者の中には後片づけのために自宅に戻り泥や粉じんを吸って体調を崩す人もいる

⇒泥や粉塵の中には川底に蓄積した放射性物質も含まれている

AKIRA 2024さんがリツイート 
もりんが @moringa9834 · 13時間13時間前 
@snoopymaygon @carapowa1 
うん、そう思うわ。熱まで出るようになったのは今年からだもん

あ、関空や福岡などの空港に行っても同じ症状がでましたT_T
人かな。空気かな。。

成田、羽田は禁忌だわ…

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 15時間15時間前 
首都圏もチェルノブイリ並みに汚染

東京・江戸川区臨海町や、千葉・松戸市の紙敷と

松戸、茨城・取手市藤代は「高汚染区域」相当

埼玉・三郷市早稲田は、移住レベル

東京・豊島区巣鴨 道路沿い土砂 ６万超Bq/kg 居住禁止レベル
http 
https://twitter.com/buick54aki/status/642998830447771648/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 16時間16時間前 
チェルノブイリ事故との決定的な違いは、アルファ核種の広範な飛散〜すなわちプル

トニウムやウランの広範な飛散である。大量のプルトニウムとウランが、東京、神

奈川、千葉などの首都圏から、関東北部、そして福島のほぼ全域に飛散し、土壌を汚

染した。 
https://twitter.com/buick54aki/status/642995750104731648/photo/1

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M6.8】GULF OF CALIFORNIA 14.2km 2015/09/13 17:14:08JST, 2015/09/13
08:14:08UTC
(G)http://j.mp/1LrjKRJ (USGS)http://j.mp/1VVrB1r

AKIRA 2024さんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 21時間21時間前 
cmk2wl 　5.28
クロマグロなどの謎の大量死があった葛西臨海水族園で、マグロの群泳復活に向け２

２日に追加したスマ２９匹のうち１２匹が２８日までに相次いで死んでいたことが

わかった。http://www.asahi.com/articles/ASH5X40Z6H5XUTIL00L.html … …
八丈島沖の海水が原因でしょ。飼育員は要因の

AKIRA 2024さんがリツイート 

https://twitter.com/mukkuparu/status/642542686071734272/photo/1
http://nhk.jp/N4LD4ICD
https://twitter.com/buick54aki/status/642998830447771648/photo/1
https://twitter.com/buick54aki/status/642995750104731648/photo/1
http://j.mp/1LrjKRJ
http://j.mp/1VVrB1r
http://www.asahi.com/articles/ASH5X40Z6H5XUTIL00L.html


リリー@静岡移住 @kaminarinari · 21時間21時間前 
今日は家にいても、タバコのような匂いが急に香ったり、なんとも嫌な空気

cmkさんの水式空気清浄機がわりに、扇風機の風を当てているボールの水
数日前からぬめりがあり黄色味を帯びる、、

雨で何か起こってるのかなあ？

AKIRA 2024さんがリツイート 
匿名希望 @ufg2011 · 22時間22時間前 
台風で汚染が再拡散した。で、雨水が蒸発し地面が乾くに従って、粉塵として舞い上

がり易くなってる。とゆーか、今まさにどんどん舞い上がってる。そんなとこかなー

。

AKIRA 2024さんがリツイート 
azumijunko @rirnrin9999 · 22時間22時間前 
391：M7.74(家)：2015/09/12(土) 21:16:50.33 ID:Hz/JI3Jq0.net
藤沢だけど、ドーンドーンと打ち上げ花火みたいな音が夕方からずっと聞こえている

。海の方角。なんじゃこれ。

＞＞391 
相模原でも同じような音聞こえた 
雷かなと思ったが

AKIRA 2024さんがリツイート 
azumijunko @rirnrin9999 · 23時間23時間前 
63：名無しさん＠１周年：2015/09/12(土) 23:15:02.82 ID:QXiO6+http://7a0.net 
なんか外が硫黄臭いんだけど…杉並ね。
＞＞63 
だよな？ 
神奈川だけど外が硫黄臭い 
不安

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 22時間22時間前 
そもそも９月にインフルが流行というのが？

@4_Sea_
★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 …
2015.09.04インフルエンザ出席停止者数
https://twitter.com/4_Sea_/status/642878957960871936/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 23 時間23 時間前 
今日の犬吠埼 9/13 11:22 晴れ〜霞 紫色再開
一回目 7/4〜7/20
二回目 8/28〜9/7
三回目 9/13〜
ライブカメラ→ http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/642887413631614976/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月12日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 桜咲ありさ
名無し：06/29 03:46
東京

https://twitter.com/RamuArisa/status/614694893051514880 …
脳の検査結果と採血の検査結果。採血は異常なかったんですけど脳のMRI検査結果で脳
に白い点々が二つ見つかり、年寄りや大人だったら病名は脳梗塞ですがまだ20歳で…

http://7a0.net/
http://matome.naver.jp/odai/2143766705989663201
https://twitter.com/4_Sea_/status/642878957960871936/photo/1
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/642887413631614976/photo/1
https://twitter.com/RamuArisa/status/614694893051514880


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月12日 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました climb on jun
名無し：2015/06/26(金) 23:35 ID:XXXXXXXX
Japan Akita
https://twitter.com/junichi_i_0719/status/614425276995387392 …
友達の息子さん(17歳)脳梗塞で倒れたらしいが、…

AKIRA 2024さんがリツイート 
もーちゃん(21) @Phantom_of_mkn · 9月12日 
アメ舐めてから舌から血が出るまでの最速タイム更新した

AKIRA 2024さんがリツイート 
きたもっ @yuria__peace4 · 9月11日 
月見バーガー食べたら歯欠けた

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月11日 
名無し：09/11 08:37
himawari_yt 2015年9月6日
Albert_kokinji 三郷もかなり汚染されてますよね。
私が昨年から良く聞くのは、悪性リンパ腫です。

松戸の知り合いのお子さんは昨年末に心筋梗塞でなくなりました。

１２歳でした。

AKIRA 2024さんがリツイート 
┌(^o^)┘モリ! @a_few_minutes · 9月11日 
階段降りたら寝てるやついて段差で微妙に見えなくて危うく踏み潰しそうになりなら

が蹴り入れてしまった 
https://twitter.com/a_few_minutes/status/642415657024290816/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9月11日 
2015年09月12日　銚子(チョウシ)
100パーセントが連続しています。
これだけの異常事態なのに、気象庁は何も言わない。

予報もできずに豪雨の後講釈ばかりしている。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/642462756927488000/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 9月11日 
東北、関東周辺の河川敷は超高濃度に汚染されているから、堤防決壊で住宅地の汚染

が悪化しただろうね…。
濡れているうちはまだいいけど、水が引いて乾燥したら飛散する。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月11日 
名無し：09/11 18:09
大雨で福島県の除染土のう袋が川に流出…大雨で福島県の河川が氾濫し、除染で出た
汚染廃棄物の入った大型土のう袋が川に流出

名無し：09/11 19:33
やっぱ福島だけ上空からの中継がないのって、ぷかぷか浮いてる黒い袋が写ったらい

やだからだよな

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
inoue toshio 子どもを守れ！ @yuima21c · 9月9日 � 福島県 郡山市 
オリンピック合宿御一行様、ファンの皆様、福島県へようこそ！

#Fukushima Prf. welcomes Olympic athletes and fans! 

https://twitter.com/junichi_i_0719/status/614425276995387392
https://twitter.com/a_few_minutes/status/642415657024290816/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/642462756927488000/photo/1
https://twitter.com/yuima21c/status/641540178671071232/photo/1


https://twitter.com/yuima21c/status/641540178671071232/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 9月8日 
みえないばくだんさんがリツイートしました 東京新聞 Bot
１年中インフルエンザが流行？

＊免疫力の低下が深刻⤵

インフル集団発生〜松山で学級閉鎖〜

１９９７年シーズン以来、最も早い集団発

生https://twitter.com/ehime_np/status/640087003757834240 …
茅ケ崎市も

https://twitter.com/TOKYO_Shimbot/status/641032694860673024 …
発熱や咳などインフルエンザとみられる症状

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
microcarpa @microcarpa1 · 8月25日 
8/24(Tue) 23 "sudden-ill passenger" tweets in East #Japan 3areas,1 in plane,+11 in
West #脱原発 #Olympics? #Fukushima 
https://twitter.com/microcarpa1/status/636023640966828033/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ひろた こういち @koichi_hirota · 8月13日 
同じ日本人なら「食べて応援」で

東北を助けろよ、という人がいるけど。 
同じ日本人なら、 
「仲間に放射性物質なんか食べさせるなよ」

と言いたいね。 
第一、子供にまで食べさせたり、

給食に入れさせようなんて

同じ日本人とは思いたくもない。

いいよ、嫌われても。これが本音だよ。

bit.ly /WotNukes@ST0NES 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
2014年5月28日、千葉県内で1734人の児童が牛乳を飲んで体調不良‥というの
はhttp://twitter.com/ST0NES/status/557404247289905152 …、3.11の市原市 #劣化ウ
ラン 蔓延によるもの。@aprilredclover @snoopymaygon @pecko178 @mayurinn219

AKIRA 2024さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3月22日 
kenjiさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
それらの時期の放射能汚染と、2011年3月以降の汚染の決定的な違いはまず、
#東電の原発事故 の #MOX燃料 を使う原子炉が爆発したこと
とhttp://twitter.com/ST0NES/status/578585620785688576 …
311当日の千葉の劣化ウランの蔓
延http://twitter.com/ST0NES/status/567307596722233347 …
これが致命的。

AKIRA 2024さんがリツイート 
庭山由紀 @niwayamayuki · 2012年9月4日 
今、私たちは、黄色いドラム缶の中で、生活しているようなもんだ。その中で、子供

たちは、運動会の練習をやって、校庭で体育座りさせられている。気が狂いそうだ。

https://twitter.com/ehime_np/status/640087003757834240
https://twitter.com/TOKYO_Shimbot/status/641032694860673024
https://twitter.com/microcarpa1/status/636023640966828033/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/557404247289905152
http://twitter.com/ST0NES/status/578585620785688576
http://twitter.com/ST0NES/status/567307596722233347


…ちょっと、びっくり…
…（＠＠）…
　

https://www.youtube.com/watch?v=pMMaH4AMJfM
クロノトリガー『時の回廊』全部俺の声（CHRONO TRIGGER Corridors of Time）

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月12日 
原発映画を絶対やる。東電や国が隠していることをバラす

と言っていた若松監督、交通事故で死亡

http://blog.goo.ne.jp//jpnx05/e/90b25ca996568c4a45c73f981a08da06 …

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月12日 
子供達が福島事故で大量被爆、身体から7μSv/h。医師「もうこの子達を救えない 手
遅れ」http://bit.ly/10hQJ7i 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月12日 
国外の報道では、日本はチェルノブイリの10倍以上の放射性物質に汚染される危険が
あり、 東京は人が住めなくなると報道しているが、日本は何も報道していない
https://twitter.com/cyclochabumaro 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月11日 
狂気】政府からセメント業界へ放射性物質を混ぜるよう要請！

http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/110728.html …
安定的に受け入れるよう…会員各社に周知
｢福島県内の下水処理により発生する脱水汚泥を再利用…健康への影響なし」
#あり得ない！ 

AKIRAさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 9月11日 
古井丸 友宏さんがリツイートしました AKIRA 2024
半年前から福島第一３号機などから大量のトリチウム水蒸気が出ていて増大している

。それは濃霧となり被ばく症を増やしている。それを人工台風で洗浄しようとした

作戦。 

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 9月10日 
今まで静かだった米国海軍が急に張り切り出した感じだ。「今後の作戦や災害対応な

どに向けて万全の準備をしていく！」（新司令官）「今後の作戦」てのは軍事作戦じ

ゃないみたいだし、「災害対応」って、どんな災害なんだろう？

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09101 …

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 9月7日 
２０１１年の段階で、中国とロシアは、何千万人もの日本人移住者の受け入れを“諒解”
していた！あの時…、健康だった日本民族が何千万人も生き残るチャンスは、あった
のだ。悔やんでも悔やみきれない。（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09071 …

https://www.youtube.com/watch?v=pMMaH4AMJfM
http://blog.goo.ne.jp//jpnx05/e/90b25ca996568c4a45c73f981a08da06
http://bit.ly/10hQJ7i
https://twitter.com/cyclochabumaro
http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/110728.html
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09101
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09071


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

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月6日 
負けると分かっていても、戦わなければならない時がある。

しかし、その負けは決して無駄では無い。その戦う姿を見せる事が重要なのだ。

もうリミットは超えた。東京を捨て西へ避難する事だ。

私は、このままの垂れ死にするなら、戦って死ぬ。

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日10:29

AKIRAさんがリツイート 
石川早生 @nomoretokyo · 9月12日 
生きていくためにはカネも必要だ。但し、全てを失っても逃げなければならないことがある。災

害や戦争に直面した時だ。今この国で起きている問題はとてもシンプルで、「今がその時だ」

と思っている人と、思っていない人に分かれているということ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日10:32

AKIRAさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 9月12日 
「若い女性の福島脱出が止まらない。このまま放置すれば、福島県は老人と男だけの県になり、

未来を担う子供が生まれなくなり消滅の道を歩み

ます」http://matome.naver.jp/odai/2139911765696224701 …
老人と男も脱出すべきだろう

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月11日 
海外ならば、汚染地域から、逃げ出した人たちが

避難場所で、騒ぎだして、それで決着がついてるでしょうね。

国になめられて殺されようとしてるのに

まだ、会社行ってるなんて、異常すぎますよね。#東京カル都
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（９月⒕日）　線量グラフ欠測とか、

http://85358.diarynote.jp/201509141550107399/

（；‾Д‾）
2015年9月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

全国で札幌だけ

集中雷雨マークとか、

線量グラフ欠測とか、

なんの冗談だよ…？

(・ω・;)(;・ω・)

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【渡島・檜山地方 警報情報（解除） 2015年09月14日 17:49】
渡島・檜山地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

渡島地方では、１４日夜遅くまで土砂災害に注意してください。渡島、檜山地方では

、１４日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【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14日18:30まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報（解除） 2015年09月14日 15:57】
石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 帯広市 
【M4.1】十勝地方 深さ108.7km 2015/09/14 14:33:14

http://85358.diarynote.jp/201509141550107399/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201509141550107399/


(G)http://j.mp/1ioYOnQ (Y)http://j.mp/1M5MjHl (アニメ)http://j.mp/1i9W0dm

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月14日 14:21】
北海道地方では、引き続き１４日夕方まで、大雨による低い土地の浸水や土砂災害に

警戒してください。また、１４日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひ

ょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【渡島・檜山地方 警報情報 2015年09月14日 13:52】
渡島、檜山地方では、１４日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

［渡島北部］大雨

［渡島東部］大雨

［渡島西部］大雨

［檜山南部］大雨

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章 

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09月14日（月）【当日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.040 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 - - - 0 
12:00 0.042 0.041 0.041 2 
13:00 0.047 0.041 0.044 6 

http://j.mp/1ioYOnQ
http://j.mp/1M5MjHl
http://j.mp/1i9W0dm
https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU


14:00 0.048 0.043 0.045 6 
15:00 0.053 0.048 0.050 6 
16:00 0.051 0.045 0.047 6 
17:00 0.045 0.043 0.044 6 
18:00 0.052 0.044 0.049 6 
19:00 0.048 0.043 0.045 6 
20:00 0.042 0.039 0.040 6 
21:00 0.039 0.039 0.039 6

 
    
 

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23:40
　

AKIRA 2024さんがリツイート 
日刊時事ニュース @nikkan_jijinews · 6時間6時間前
 
【石狩市の各地で雹や激しい豪雨／冠水被害も】

http://bit.ly/1K8QpLR 
北海道では上空に寒気が入り込んでいる影響で大気の状態が不安定となっており、石狩市では雹

が降ったり50mm近くの非常に激しい雨が降っている。
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（９月⒕日）　すき家のチキン野菜カレー。

http://85358.diarynote.jp/201509141559506575/

前項参照。

2015年9月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

帰宅開始なう。(^_^;)
行きに札幌ダム湖連山（正式地名をまだ知らない）から

凄い勢いで立ち昇る入道雲？と、最初の一撃の雷鳴を聞きながら、

パラパラ程度のベクレは低めの雨粒に降られる程度で

源泉に駆け込み寺。(^_^;)

壁の高い露天風呂で遠雷の音だけ聴いて、お風呂上がりの虹！

…しかしながら、石狩港湾施設が、かなりの落雷被害を、現在も被っているようです…

ロシアと中国の占領先のり戦争なんじゃないのか…？
(・ω・;)(;・ω・)
 
 

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16:02
　

虹！o(^-^)o
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日16:42
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あ(^。^;)また…
すき家のチキン野菜カレーの

写真撮らないで食いつくしてしまった…σ(^◇^;)。。。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月14日19:47
　

無事帰投。(^_^)g
買い出し運はまぁまぁ。(^_^;)
とりあえずいっぺん寝ますぅ…
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（９月⒕日）

http://85358.diarynote.jp/201509142232458130/

東京湾 群発地震／生きながらに肉体が腐りはじめてる／遭難者を
遺棄するのか。

2015年9月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 20分20分前 
"anri_toho: 新宿駅の外側の壁にやたら人が寝てるのでなんだ？と思ったら車椅子を引
いて撤収していく駅員さんの姿。そうかここは駅で寝ちゃった人の姥捨山…"
#真実線
#眠り病
#就寝線
#関東あるある線
そうか！その手があるか

遭難者を遺棄するのか

終わりだね

http://85358.diarynote.jp/201509142232458130/
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https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

さて。（＾＾；）

帰宅して夕寝（？）して、まぁ色々気になるので起きだしましたよと…。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 28分28分前 
だからか！http://twitter.com/hopi_domingo/status/642893940148973569 …
@k2cyan この経過をみたら、銚子の湿度上昇は、福島原発からの水蒸気だと わかりま
すよね。要するに銚子では、大気中のトリチウム間違いなく、大量に吸いこんで

る@cmk2wl 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 48分48分前 
2015年09月14日 #宮城県
災害公営住宅でカビ発生相次ぐ

☞http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20150914/4921921.html …
@cmk2wl 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。

特務機関NERV @UN_NERV · 50 分50 分前 
【停電情報 2015年9月14日 21:07】
茨城県、栃木県で停電が発生しています。

停電軒数：約6,200軒
http://nerv.link/SbVLH5

特務機関NERV @UN_NERV · 57分57分前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月14日 21:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月14日 21:00
現象：連続噴火継続

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
2015年9月14日:これまでに確認されただけで10の自治体の77世帯に上っていて宮城県
が原因を調べています…完成したばかりの災害公営住宅でかびが発生しているという
報告が相次いだ…石巻市や気仙沼市、それに南三陸町など…県住宅課は除菌を行うと
とともに入居者に換気の徹底をお願いして…

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
http://twitter.com/hopi_domingo/status/642893940148973569
http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20150914/4921921.html
http://nerv.link/SbVLH5


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
9月14日:建設されたばかりの災害公営住宅でかびの発生が相次いでいることが宮城県の
調査でわかりました…http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20150914/4921921.html …
2015年6月13日@oldblue2012 宮城県石巻市のプレハブの仮設住宅〜部屋の天井やトイ
レには、かびがびっしり生えています

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 1時間1時間前 
@zxh05021 これ、そちらまで行ってしまったんでしょうか？
本州のカナリアさん達は昨日、具合が悪かったです。

いつもγ線グラフのスパイクの前日に反応します。沸点の低いβ線核種が先行して放出

されているのかと。

http://fukuichi.mods.jp/show_graph.php?fname=p34.csv&cnt=100&p=37 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
#内部被曝は累積する。そして今はもう東日本を中心に
全国規模で、子供や年配者の免疫力は低下している。

http://twitter.com/ST0NES/status/642912517195370497 …
つーか、ことしの土用を過ぎてからは細胞の劣化が激しく

生きながらに肉体が腐りはじめてるヒトも出てきてるとおもう。

カビの多い場所。

AKIRA 2024さんがリツイート 
石井裕倫(9/23@下北沢BLEATH) @hiromichi_141 · 2時間2時間前 
名古屋で、妹夫婦が挙式をあげるといふので、お呼ばれされた。

したら、てか、気づいたら、

郊外のラーメン屋の駐車場の砂利の上で寝てた。

其れまでの事は、全く覚えてない。

ので、其のラーメン屋の店員に、俺の事を聞いたら、

「ああ、確か、ご家族で來てましたよ」との事。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
#セシウム基準 だろ。牧草は様々な核種で汚染されているだよ。今も。
http://twitter.com/ST0NES/status/640665189956784128 …
飲めば、#死の牛乳。@Plutokun_Bot 牛乳に含まれる放射性セシウムは1㌔あたり50ベ
クレルまではいいっていうことになったんだ！2012年4月からだけどね！

http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20150914/4921921.html
http://fukuichi.mods.jp/show_graph.php?fname=p34.csv&cnt=100&p=37
http://twitter.com/ST0NES/status/642912517195370497
http://twitter.com/ST0NES/status/640665189956784128


AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 5時間5時間前 
"faceless_blue: 起きておえーって喉から血の塊が混ざった痰のようなものが出て来た
。

そりゃ喉痛いわな"
#喉血線
#血塊線
喉血あるあるです

喉から血の塊が出る

AKIRA 2024さんがリツイート 
あれ？とむくんじゃね？™�� 106@_tom · 5時間5時間前 
さっき喉から血が出ました。というか痰に血が混ざってました、死ぬのかな…

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 5時間5時間前 
"aya77ka: 口の中にいきなり謎の血豆できたんだけど、何かの病気？腕にも謎の内出血
がいっぱいあるんだけど、大丈夫かな？"
船橋

#破壊線
#口血線
#汚染あるある線
#関東あるある線
#遷移線
#免疫線
繰り返される破壊による典型的事案

AKIRA 2024さんがリツイート 
たき @waltz_hargen · 6時間6時間前 
餃子食べてたら、

口のなかに血腫できて肥大して

息うまくできなくなって病院に

運ばれたけど私は元気です(^~^)v

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
気象庁火山観測報



09月14日16時現在「阿蘇山：連続噴火・14日09時43分に発生した噴火が現在も継続」
九州方面のフライト情報

（阿蘇山 噴火の噴煙による欠航や遅れの情報）→ http://transit.yahoo.co.jp/traininfo/top 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
今日14日の夜中に起ってる東京湾の地震は、こないだの大きな東京湾の地震と、ほぼ
同じ位置だけど、かなり羽田空港 寄りの位置。　いずれにしても、このエリアは3.11
巨大地震のあとの2011年3月15日あたりにも群発地震が起ってる付近。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
F1:3号機の横の排気塔は明かに傾いてますね。これは危険！@TEPCO_Nuclear
http://twitter.com/sirakaba2/status/637506697972445184 …
太郎さん@yamamototaro0証拠画像です。RT
@Winhiro99 8月半ばの画像です。
https://twitter.com/Winhiro99/status/642524483136262144/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月14日 15:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月14日 15:00
現象：連続噴火継続

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
2015年9月14日 12時48分
震源地：小笠原諸島西方沖（マグニチュード4.5　深さ10km）
5月30日に発生した（マグニチュード8.5）の巨大地震、深さは浅いけど、同じ震源域
。噴火してる海底火山の「西ノ島」があるエリア

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8 時間8 時間前 
名無し：09/14 15:01
【奈良】十津川村で「水道水から異臭」２ヶ月給水停止続く、原因不明

http://www.sankei.com/west/news/150911/wst1509110028-n1.html …
#７月の台風１１号接近直後に水がわかなくなり回復したが異臭がするように

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 
常総市 @joso_kouhou · 9 時間9 時間前 
水海道総合体育館では、食料と飲料水が不足しています。

http://transit.yahoo.co.jp/traininfo/top
http://twitter.com/sirakaba2/status/637506697972445184
https://twitter.com/Winhiro99/status/642524483136262144/photo/1
http://www.sankei.com/west/news/150911/wst1509110028-n1.html


特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【停電情報 2015年9月14日 12:58】
茨城県、栃木県で停電が発生しています。

停電軒数：約7,900軒
http://nerv.link/kO62dh

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
熊本の知り合いからメール。

「生まれてこのかた、こんな大きな阿蘇山の噴火は初めて。」

数日前の「大雨の特別警戒」の時も「これまでに経験した事がない事が進行してい

ます」と警告してたけど、安保法案を強行採決してる場合じゃないよね

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/643269966809030656/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【火口周辺の観光客など全員の避難完了】

警察や消防が火口付近を調べたところ、逃げ遅れた人はいないとみられるというこ

とで、午前１０時４０分までに避難は完了したということです。今のところけが人は

いないということです。

http://nerv.link/8Cg3se

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【NHKニュース特設：阿蘇山が噴火 警戒レベル３に】
１４日午前、熊本県の阿蘇山で噴火が発生し、噴煙の高さが２０００メートルまで

上がって火口周辺で大きな噴石が飛んだのが確認されました。

http://www3.nhk.or.jp/news/gad/tokusetsu/asosan0914.html … 

特務機関NERVさんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news · 11時間11時間前 
【阿蘇山噴火 ニュース特設】 
熊本県の阿蘇山が噴火しました。最新のニュースをまとめてお伝えしています。 
http://www3.nhk.or.jp/news/gad/tokusetsu/asosan0914.html … 
https://twitter.com/nhk_news/status/643241133108273152/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【阿蘇山で噴火発生 警戒レベル３に引き上げ】
１４日午前、熊本県の阿蘇山で噴火が発生し、噴煙の高さが２０００メートルまで

http://nerv.link/kO62dh
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/643269966809030656/photo/1
http://nerv.link/8Cg3se
http://www3.nhk.or.jp/news/gad/tokusetsu/asosan0914.html
http://www3.nhk.or.jp/news/gad/tokusetsu/asosan0914.html
https://twitter.com/nhk_news/status/643241133108273152/photo/1


上がって火口周辺で大きな噴石が飛んだのが確認されました。

http://nerv.link/ohFNd0

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月14日 10:18】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月14日 10:13
現象：連続噴火継続

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【阿蘇山が噴火 気象庁が噴火速報発表】
気象庁によりますと、14日午前9時49分ごろ、熊本県の阿蘇山で「噴火が発生した」と
いうことです。気象庁は噴火速報を発表し、詳しい状況を調べています。

http://nerv.link/ErAL8n

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
「トリチウムが酸素と結合すると、「トリチウム水」という放射能の水になるので、

水蒸気となって東日本全域の空気中を漂っているのだ。それがわれわれの体内に入

って、自由に移動している。」広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
このおそろしい写真を載せた上で、豪雨による福島原発の汚染水の処理が悪化してい

ると報じる海外のニュースサイトがある。

「プラントの注ぐ全ての水を処理することができない」と…。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/643227751135117312/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
かい @kaika_1906 · 13時間13時間前 
病院行ったけど一時間待ち、そして言われたのが急性胃腸炎でご飯を食べるな、ウ

ィダーゼリーとスープやおかゆだけにしろと言われてしまい。

先生、これから会社行くためにお弁当作ったんです捨てたくないです

AKIRA 2024さんがリツイート 
まっぴー @a0m1n2o5s_love · 13時間13時間前 
昨日から弟の感染性胃腸炎うつってマジ腹痛い死ぬ。

病院行きたいけど行ったら出席停止になってテスト受けれなくなる。

それはやだ。

http://nerv.link/ohFNd0
http://nerv.link/ErAL8n
https://twitter.com/cmk2wl/status/643227751135117312/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
サンフランシスコの人文字。

「福島はここだ」と。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
09月14日 00時34分
震源地：東京湾（マグニチュード2.9　深さ59.2km）の地震。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/643089489884086272/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
名無しの権兵衛 @leon20000312 · 9月13日 
この時期に学級閉鎖ねぇー。しかも湿気に弱いインフルエンザで、、

あんまり聞いた事がねぇー

AKIRAさんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 9月12日 
東日本の放射能汚染がどのように広がるか考えるなら、道路の交通量に比例するわ

けで、フクシマから東京に持ち込まれた放射能のホコリは、まずは首都高速をグルグ

ル循環しながら首都にまき散らかされる。首都高速の交通量は、東名・名神高速等の

交通量よりもかなり多い。意外と中央道が少ない。。

AKIRA 2024さんがリツイート 
原発の噂…怖い噂… @tetsupayback · 9月12日 
●名無し：06/02 12:48
hunterkani
日本人:目に血の塊、手の血管が破裂し皮膚が割ける、脳に血の塊、咳が止まらなくて
喉から血の塊を吐く、耳から血が垂れてくる、鼻血が止まらず最後に指先くらいの血

の塊を出す

口の中で数分の間に血豆ができる

全部20歳代くらいでーす●

AKIRA 2024さんがリツイート 
miry♪ @miry9409 · 8月26日 
もうさぁ毎日毎日凄いね。めまい、咳が止まらない、声が出にくい、鼻血、首の辺り

のリンパ腺の腫れ、のどの違和感、飲み込む時の痛み、採血からの〜大病の疑いで総

合病院に紹介、謎の嘔吐や下痢。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/643089489884086272/photo/1


問診聞いて「またか！」って思う。

AKIRA 2024さんがリツイート 
miry♪ @miry9409 · 8月8日 
最近は、子供の鼻血処置とリンパ腺が腫れてる人ばっかり。待合室で調子悪くなる人

とか、めまいで動けないとか、念のためのMRIやらCTやら甲状腺の採血やら。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月13日 
全国各地で湿度が上昇しています。100パーセントを記録しているのは石巻、千葉、八
丈島、御前崎、室戸岬、宮崎、熊本等。それ以外の気象台、測候所でも高湿度です。

けっして台風接近と高気圧の外周に覆われているから高湿度なのではありません。気

象予報士はもっともらしい後講釈なだけです。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 6月13日 
ぜんそく悪化との関連は 仮設住宅で集団検診　NHK http://nhk.jp/N4Jj4F6M 宮城県石巻
市のプレハブの仮設住宅で、気管支ぜんそくの疑いがある人の７割以上が入居後に症

状が悪化している「部屋の天井やトイレには、かびがびっしり生えています」

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5月4日 
人類史上ないかもしれませんよね。

きっとそうです。

@cmk2wl 気象庁のデータで石巻の
1961年から 2015年までの「5月3日」を一時間ごとに確認しているけど、
湿度100パーセントが記録された日時は一度もない。
ただの一度もない。100パーセントが連続することなどない。

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
Radioactive - Lindsey Stirling and Pentatonix (Imagine Dragons Cover)
 

http://nhk.jp/N4Jj4F6M
https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU


（９月⒕日）　★緊急鎮魂鎮痛剤★

http://85358.diarynote.jp/201509142259565648/

【音】【薬】箱…。（整理魔II）
2015年9月14日 音楽 コメント (1)
　

★緊急鎮魂鎮痛剤★

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=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参 

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
Radioactive - Lindsey Stirling and Pentatonix (Imagine Dragons Cover) 

★感覚麻痺諦念剤★

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade 

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=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=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
Hang Massive - Once Again - 2011 ( hang drum duo ) ( HD ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9XTqQbuavI

http://85358.diarynote.jp/201509142259565648/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://85358.diarynote.jp/201509142259565648/
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
https://www.youtube.com/watch?v=og4ncx9O-YQ
https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw&index=19&list=RDIOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=Q9XTqQbuavI


時の回廊一時間"クロノ・トリガー" 

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

★精神霊魂安定剤★

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

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

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

★泣き寝入り導入剤★

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

★徒労感回復剤★

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章 

★改悛再起剤★

https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://www.youtube.com/watch?v=lkjenKg543M
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU


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=Uuj3b6MZDt0
Tiger and Bunny AMV - Radioactive 

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=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
Coldplay - Paradise (Peponi) African Style (ft. guest artist, Alex Boye) - ThePianoGuys 

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=35Gh2KJJZoA
QUIERO CAMBIO - Protesta 

★精神栄養剤★

https://www.youtube.com/watch?v=aPyFiZjXJx0
【作業用BGM】やなぎなぎメドレー陰 

★清涼剤★

https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
https://www.youtube.com/watch?v=35Gh2KJJZoA
https://www.youtube.com/watch?v=aPyFiZjXJx0


★嗜好品（天然甘味料）★

★笑気ガスｗ

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=IOmFgIxvVzc
Super instrument 

★幻覚幻想物語拡大剤★

https://www.youtube.com/watch?v=qFbSutjmfEY
Riding on the wind(風にのって) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj0b8aDW2iA
Spirit of the Harvest Dance 

★催淫剤（ｗ）★

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

 
    
 

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9月21日12:25
cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「他人を裁くと、自分自身の影の部分のエネルギーを感じ取り、その裁いた否定的エネルギーを

自分自身に取り込んでしまいます。　思い切って、他人や自分を批判する善悪の思考の枠組みを

手放してください。」サネヤ・ロウ

 

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


（９月⒕日）　身体検査の何が嫌って、「朝食抜き」なところが…

http://85358.diarynote.jp/201509151050276054/

検査終了。

2015年9月15日 ダイエット コメント (7)
　

本文消えたのでまたね。(^_^;)

（以下、「消えた本文」＋あるふぁ…）

身体検査の何が嫌って、「朝食抜き」なところが…
…（－－＃）…

フツウにごはん食べて、フツウに生活している時の数値をとられるならいいんだけどさ…

なにか「普段と違う人工的な私」の数値を勝手に計測されて、あ〜だこ〜だ言われても…
（〜〜＃）

（朝ごはん抜き！＋コーヒー抜き！…の、
「私」なんて、アリエナイから…ッ…!!）

あんまり空腹だったんで、サブウェイの野菜たっぷりチキンサンド（もちろん「全部大盛

りで！」）…を、

半分むさぼり喰らってからようやく、写真を撮る、という作業を思い出しましたとさ…★）

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…
 
    
 

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9月16日9:35
cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
健康保険証って業種別。あれは傷病率を調べる目的もあるんだろうね。

ある業種は皮膚ガンが多いとか、肝臓ガンが多いとか、全部わかってしまう。

美容師は白血病が多いらしい。毛染めの化学物質…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月16日9:49
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月14日  
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
被曝影響は風邪の初期に似る。抵抗力が落ちるから。貧血 めまい 頭痛 鼻血 胃腸障害。二世は保
養でも回復不能。成長障害 視力障害、肺炎リンパ腺炎、腎臓炎オムツ暮し、関節痛、髪伸びない
、心臓に穴、免疫力低下、傷治らない、突然死

‥http://twitter.com/ST0NES/status/549934445587734528 …壁に貼る！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月16日10:00

AKIRA 2024さんがリツイート 
♡tortoiseshell cat♡♡ @sabinekochan · 9月12日 
かかりつけ医の看護師さんと話す。彼女はうすうす現状を推察していて子供達の将来を案じて

いる。放射能や徴兵。海外移住については実行したいが、体が動かないー言葉ができない、移住

先で何をしたらいいかわからない、生活に追われて動くエネルギーがないと言う。正しい情報を

集める方法も知らないと。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月16日10:03

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 19時間19時間前 
目がやられるのが怖くて二年前に逃げたというのに。他の病気なら自活は可能だが目がやられた

ら自活ができなくなるので。
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AKIRA 2024さんがリツイート 
優しい気持ちが一番 @leh_manali · 9月9日 
「被曝症状最前線　6　視力低下　一時的失明」
http://inventsolitude.sblo.jp/article/147088491.html …
「白内障、緑内障が急増。一般的な視力低下は極めて多い。そして、原田氏病。原田氏病とは目

が見えなくなり耳も聞こえなくなる自己免疫疾患」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月16日10:08
　

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13 時間13 時間前 
名無し：2015/09/15(火) 17:36 ID:XXXXXXXX
米を食べて体調不良になったという人が知り合いにも多い

米食を辞めたら徐々に回復して来たと言うが一度被曝してしまった体は次に体に入ってくる微量

な汚染食材でも通常人より影響が大きい。

 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 23時間23時間前 
名無し：06/24 13:12
mhoppeko（福島→台湾）
心臓の具合が悪い。あやうく死にかけた、不整脈、病院に行ったら肺炎といわれた（肺がまっ

しろ）２名。頭痛がひどくて薬が効かない。記憶が途切れがち、じっくりものが考えられない。

身体の関節が日増しにきしんで動くのがつらい

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 23時間23時間前 
名無し：06/30 00:05
haruki_wazuki_
３１１後、本当に身近な人で３０代前半で東京の海のものを釣って食べてる人が、耳から血を流

して、癌になってて耳が聞こえなくなって…、生まれたばかりで小児癌で片目摘出になり、母親
が急性白血病になった関東の人知ってます……
 

AKIRA @AKIRA23150220 · 22 時間22 時間前 

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


被曝症の発症は5〜10年後になる。自分の体調をよく観察しながら、自己免疫力を高める生活を心
がけ、残された時間を大切に。

私も海外移住希望

2015年9月16日22:01
　

初めまして。勉強になる記事があるので最近よくお邪魔させてもらってます。突然すみませんが

以下をご参照された方が良いかと思いまして老婆心ながらコメントしました。これからもブログ

を拝見します。頑張ってください。

URLが貼れないので検索ワードにてですが「食べて応援 企業」で検索するとサ○○○イが該当し
ますよ。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日0:00

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 13時間13時間前 
欧米では行政も企業も定期健診はしてない。これは日本だけの奇習です。

日本では労働安全衛生法で雇用主に強制されており、拒否すると処罰される。特に怖いのが、胸

部Ｘ線撮影を国家が強制している事。

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

 
2017年11月23日17:20
 
 
ごめん！コメントもらってた！？
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サブウェイでも、「北海道典は（あるなら）北海道産」だと思うよ…☆

（そのほうが安い！）⇒（冬は道産じゃないので食べない！）

 



（９月15日）　すぎるｗ

http://85358.diarynote.jp/201509151222103188/

趣味が合いすぎる。♪

2015年9月15日 趣味 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9月15日20:06
　

あ、文字が読めないね…
(^。^;)

建築設計事務所で、かつ薪とか炭とか売ってるカフェなのよ♪
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509151223374812/

むちゃくちゃ趣味が合いすぎる。o(^-^)o
2015年9月15日 趣味
 
店の名前わすれた…☆

今度、食べてに行ってくる〜…☆
 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509151228087535/

こちらは名前が凄すぎる…(‾○‾;)…
2015年9月15日 笑い
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札幌って、

飽きない…ｗ
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（９月15日）　おいしい味覚をごゆっくりお楽しみください。

http://85358.diarynote.jp/201509151653589299/

御託宣。(-.-;)
2015年9月15日 グルメ コメント (2)
　

…のハナシは後で〜…(^。^;)

…このへんだったかな…
http://www.sapporo-autumnfest.jp/area8/
札幌オータムフェスト　２０１５

【本別町】

＞全道のこだわりの特産品を思う存分あじわえる８丁目会場は、４期に分けて市町村が入れ替わ

ります。地元でしか味わえない、８丁目会場でしか味わえない、おいしい味覚をごゆっくりお楽

しみください。屋根つきの大型飲食・休憩スペースをご用意しております。

…広すぎて喰いきれん…ッ！！

http://85358.diarynote.jp/201509151653589299/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201509151653589299/
http://www.sapporo-autumnfest.jp/area8/


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月15日17:13
　

魚介ダシ！(＠。＠;)！

…で赤味噌の豚汁は初体験で、
かなりビックリ。(‾○‾;)

でも旨かった♪

自分で作るとしたら、ショウガと酒粕を足しちゃうかな〜…♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月15日20:05
　

赤味噌というか、特産の黒大豆の味噌だから、色も味も濃厚。ということらしい…(*^_^*)

味噌も買ってくれば良かった！

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509151754299033/

ＧＯ♪ＧＯ♪ＧＯ♪

2015年9月15日 日常 コメント (2)
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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9月15日19:31
　

無事帰投。(^o^)／

予定と目算は狂いましたが、

幕の内弁当みたいな一日で、

色々楽しめました♪_(^-^)g

漫画読んで寝ます〜…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月16日5:52
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おはよおございます。

まだ寝ます…。
…なんかもお、情報チェックとかどおでもいいわ…
┐(’〜`；)┌

なにもできないうちに夏が終わっちゃってて、

冬厚物の洗濯が終わらないうちに、

気温が１３℃だわ…

(・ω・;)(;・ω・)
 
 



（９月16日）　３連休の最終日。今日の予定は…「家事」！

http://85358.diarynote.jp/201509160938463098/

Ｆ１注意　異変発生／鬼怒川を氾濫させた国土交通省（公明党）

。

2015年9月16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=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

（前項コメント欄）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月16日5:52

おはよおございます。

まだ寝ます…。
…なんかもお、情報チェックとかどおでもいいわ…
┐(’〜`；)┌
なにもできないうちに夏が終わっちゃってて、

冬厚物の洗濯が終わらないうちに、

気温が１３℃だわ…
(・ω・;)(;・ω・)

https://www.youtube.com/watch?v=BgAlQuqzl8o&index=4&list=RDybZINoDv8I8
Cello Wars (Star Wars Parody) Lightsaber Duel - ThePianoGuys 

（おや、ピアノガイズだったのね…ｗｗｗ）

あらためまして、おはようございます。

３連休の最終日。今日の予定は…「家事」！

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

もはやどこからどう手をつけたら効率的なのか、順番も決めかねるほどのありとあらゆる面で滞

りまくっている火星管理でおざいますが…

…＜（－－；）＞…

天気がいいので、モチベ（だけ）は上がってます…

（とりあえず、６時半には起きだして、洗濯１回戦。（と二度寝）済…。）

さて。どこまでモツかなぁ〜…☆

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
日本は危ないと思う。

チェルノブイリの一般家庭にクーラーなんてないでしょ？
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2年、3年、4年、内部清掃していないエアコンなんてザラにある。それがある時に内部
のアカが剥離して、放射性物質を含む瘴気を出したら、たった一回で致死的になる

かも。

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
Coldplay - Paradise (Peponi) African Style (ft. guest artist, Alex Boye) - ThePianoGuys 

特務機関NERV @UN_NERV · 19 分19 分前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月16日 09:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月16日 09:00
現象：連続噴火継続

amaちゃんださんがリツイート 
クラウド @palebrown · 1時間1時間前 
「下水道から原発まで、大規模な「チャイナボカン」の危険がいっぱい、 それが報じ
られるかどうかすら不透明。 中国、やっぱり怖すぎる！」"@tokaiamada:工場爆発ど
ころじゃない！ 中国国産原発１００基の恐ろしさ（週プレNEWS）
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/804.html …"

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
東電福島原発からの風は、太平洋岸から向きを変えて、日本海側から西日本へ吹き

ます。

太平洋岸に残った風と、新たに日本海側からの風で、西日本はほぼ全域が風下に。 

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
2015年09月16日　延岡(ノベオカ) 
https://twitter.com/cmk2wl/status/643886473532452864/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
【衝撃的】茨城県の堤防決壊、下流の千葉県の画像がヤバイと話題に！銚子港の一面

がガレキで茶色に染まる！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8010.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
避難民はチェス盤上の歩兵

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/post-c554.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
F1の動向に注意　異変発生
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163675745.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
市原市の人口動態急速に悪化　原因は？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/163650045.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2011.11.8
福島県郡山市

給食も今週から郡山市産の新米が使われる

ご飯だけお弁当で持たせたいと相談

学校では決められないと回答

空間線量が1μSv/h程あるのに？
今の福島市、郡山市は、家の中でさえ0.3〜0.4μSv/h
大変な汚染地域なのに危機感が感じられない

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 12時間12時間前 
謎の眠り病の原因は何か？

〜

今年６月から首都圏を中心に道路や駅で寝ている人達がいるとネットで話題になって

いる。

勤務中の駅員や警備員、コンビニの店員、自動車のドライバーが寝ているというツイ

ートもある。 http://matrix80811.blog97.fc2.com/blog-entry-640.html …

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/804.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/643886473532452864/photo/1
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8010.html
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/09/post-c554.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163675745.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163650045.html
http://matrix80811.blog97.fc2.com/blog-entry-640.html


特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月15日 21:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月15日 21:00
現象：連続噴火継続

AKIRA 2024さんがリツイート 
地震うさぎ @mgn_eq · 13時間13時間前 � 福島県 大熊町 
【地震情報】15日20:50頃、福島県浜通りでM3.8の地震発生、最大震度2。震源は地下
約80km。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/643755158258606080/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13時間13時間前 
フクイチ異変？

ズクなしブログ 9/15
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163675745.html …
ダンプカー、重機、なんらかの薬剤のようなもの、要員呼集となれば、地盤陥没、タ

ンク倒壊のようなことか？ 

AKIRA 2024さんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 16時間16時間前 
今日はヘリが一杯、自宅上空を飛んでいたそうだが、福一の異変じゃなかろうね？土

砂崩れがあちこちで起きたかを調べてるのならいいけれど。

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 
"kuromame_neko: 路上で寝てる人の数ワースト１位なんですって。どんだけ酔っぱら
い多いんだよ埼玉。"
20150812
#真実線
#就寝線
よくそこらで寝てるんですよね？

昔から？

どうかなあ

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 16時間16時間前 
衝撃の続編

市原市、千葉3区、更に悪化
ズクなしブログ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/163650045.html … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
onodekita @onodekita · 17時間17時間前 
onodekitaさんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
白鵬の休場には、こんな理由があったのか・・・ おそるべし

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 18時間18時間前 
名無し：09/15 14:54
優勝の白鵬に、福島米１トン福島牛１０キロ 福島産リンゴ１００キロ 贈られる
http://blog.livedoor.jp/majisonictokyo/archives/13793615.html …
2014年9月28日
約1年後
↓

白鵬が休場を発表「力が入らない状態ですから」日刊スポーツ 9月15日

AKIRA 2024さんがリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 18時間18時間前 
「食べて応援」によって内部被曝した子羊の血を放射性物質検査することなく輸血に

使用する厚生労働省と日本赤十字社は悔い改めなさい。 #hibaku

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北朝鮮「ニョンビョンの全核施設を稼働」】

北朝鮮は、事実上の長距離弾道ミサイルを発射する可能性を示唆したのに続いて、

15日、国営メディアを通じて、「ウラン濃縮工場をはじめとした、ニョンビョン(寧辺)
のすべての核施設が再整備され、正常稼働を開始した」と発表しました。

https://twitter.com/mgn_eq/status/643755158258606080/photo/1
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163675745.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/163650045.html
http://blog.livedoor.jp/majisonictokyo/archives/13793615.html


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 
＜宮城豪雨＞やじ馬と不審者　被災者を悩ます

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201509/20150915_13019.html …
・復旧作業とは無関係の車が多く、業務の妨げになる。

・空き巣被害などに関する報告はまだない。

・ボランティアを装う窃盗団や損壊家屋を目当てにしたリフォーム商法などへの注意

も呼び掛けている。

AKIRA 2024さんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 19時間19時間前 
熊本市内なんですが硫黄の匂いが広がっているような…との報告。
硫黄囚

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 21時間21時間前 
2015年9月15日、昼。その #放射能の風 の流れからしても
http://twitter.com/ST0NES/status/643630630169890817 …
首都圏は調布と川越で0.23〜0.22μSv/h行ったり来たりしてる。
#東電の原発事故 は終ってない。国のデータは嘘。 

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] コロナホールの影響で、太陽風の速度が高まっています。 http://swnews.jp
#swnews

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 22時間22時間前 
@nazunanana7 
たまに霧ならわかるんですけど…２週間で9割りくらい蒼空が見えないのは普通じゃな
いと思います。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
三陸東方沖で２連続の地震。

9月15日 7時56分49秒：マグニチュード4.2
9月15日 7時58分44秒：マグニチュード2.7
3.11巨大地震の岩手県寄りのプレート境界部が震源。

AKIRA @AKIRA23150220 · 22時間22時間前 
首都圏急病人の発生も落ちついてきた様だ。中性子核種を含む放射性水蒸気の大量噴

出で、終わったと思ったが、F1ライブカメラを確認すると平静を保っている。おそ
らく、もう大丈夫だろう。

AKIRA @AKIRA23150220 · 22時間22時間前 
F1デブリが地下水脈の底の岩盤に潜り込み、巨大な地殻の圧力で閉じ込められる事を
願うしかない。

AKIRA @AKIRA23150220 · 22時間22時間前 
ここ数日のF1ライブカメラを見ていると、どうやら放射性水蒸気の噴出は止まった
様だ。

デブリは地下水脈の下の岩盤に潜り込み始めたのか？

核爆発によって地下でバラバラになってしまい自然収束したのか？

とにかく、大量の放射性水蒸気の噴出が止まった事で、吸気被曝の危険性は低くな

った。

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 22時間22時間前 
@okouchan44 
寝てる→酔っぱらい

が一般的な認識なんでしょう

確かに寝てるだけですから、誰も問題があると思わない

でもそれが一駅で20人なら普通じゃないと思います。
誰も本当の事は分からない

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 23時間23時間前 
時系列グラフで見る（多治見市）µSv/h
http://gifu-monitoring.jp/monitoring-
post/monitoring/page/radiation/trendGraph/station_107.html …

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201509/20150915_13019.html
http://twitter.com/ST0NES/status/643630630169890817
http://swnews.jp/
http://gifu-monitoring.jp/monitoring-post/monitoring/page/radiation/trendGraph/station_107.html


＞雨が降ると一時的に数値が上昇する場合があります。

どこも役所関係は、この言い訳が定番なのか？

#岐阜県 の放射線量については、ここが正確。
http://ena-eco.jp/GM-10/rad_e.htm

cmk2wl @cmk2wl · 24時間24時間前 
相変わらず東電福島原発からの風は西日本に吹いています。

そろそろ九州に到達する頃です。この後、沖縄、台湾まで風が行きます。

しばらく続くので要注意。

添付は 15日9:00の全球予報GPV 
https://twitter.com/cmk2wl/status/643584425683345408/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月15日 
名無し：2015/09/15(火) 09:42 ID:XXXXXXXX
横浜のMPが降雨もないのに跳ね上がってるのは何だろう？初めてだこんなの
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/saigai/bukkou.html …
#通常３５前後が８時に６１

AKIRA 2024さんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 9月14日 
@zxh05021 九州に避難されたカナリアさん達もみなさん口々に、今年になってからお
かしいとおっしゃってます。

まさか沖縄までとは、、、；；

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 8月16日 
福島第一原発3号機にカバー〜
石棺せずにカバー!?
"@W_Nuclear_News
Tepco readies to install unit 3 cover #nuclear
http://tinyurl.com/pv3twru "
https://twitter.com/W_Nuclear_News/status/632070662052409344/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
内藤朝雄 @naitoasao · 10月19日 
岐阜県土岐市の核融合実験の影響・名古屋は要注意　　　静岡にもある劣化ウラン

汚染 http://shiawaseippai2525.seesaa.net/article/358727568.html …

https://www.youtube.com/watch?v=tt2NIDtp-Ls
Rolling in the Deep - Adele (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 18時間18時間前 
.@pecko178 河川の河口や下水を #汚泥処理 したバイオ燃料にクルマを走らせる
？http://twitter.com/ST0NES/status/643643792633933825 …
おそろしい世の中が来ます。re.流れ出た放射能は濁流となって街を汚染する。一生懸
命にムダだとわかってても除染した場所も。誰も汚染は止められない。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
大阪ガス㈱の求人・転職情報〜パソナキャリア

http://www.pasonacareer.jp/search/company_code/80235509/ …
ほれみろ。ばっちりトンネルあるぜ。

http://twitter.com/ST0NES/status/643659691541663744 …
で、パソナと三菱と国土交通省の繋がりは、前原がキーマン。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
電力会社と連携し炭化した（#汚泥処理 後）汚泥燃料を石炭代替燃料として火力発電所
で発電？by国土交通省@MLIT_JAPAN
鬼怒川の洪水被害の前に原子力ムラが茨城に発電所を建設計画！

http://twitter.com/ST0NES/status/643653822645014529 … 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 19時間19時間前 
電力会社と連携し炭化した汚泥燃料を石炭代替燃料として火力発電所で発電？

http://twitter.com/ST0NES/status/643651982071230464 …
なるほど。鬼怒川を氾濫させた国土交通省（公明党）は

http://ena-eco.jp/GM-10/rad_e.htm
https://twitter.com/cmk2wl/status/643584425683345408/photo/1
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/saigai/bukkou.html
http://tinyurl.com/pv3twru
https://twitter.com/W_Nuclear_News/status/632070662052409344/photo/1
http://shiawaseippai2525.seesaa.net/article/358727568.html
https://www.youtube.com/watch?v=tt2NIDtp-Ls
http://twitter.com/ST0NES/status/643643792633933825
http://www.pasonacareer.jp/search/company_code/80235509/
http://twitter.com/ST0NES/status/643659691541663744
http://twitter.com/ST0NES/status/643653822645014529
http://twitter.com/ST0NES/status/643651982071230464


そこで原子力ムラと緊密なわけか。

予め、火力発電所を茨城に‥

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 20時間20時間前 
なんちゃって台風の猛威で関東が水没される直前の9月8日に
#住友 が #汚泥処理 の事業展開を発表か。
ずいぶんタイミングいいな。

http://www.google.com/search?
q=%E6%B1%9A%E6%B3%A5%E5%87%A6%E7%90%86+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%87%8F+%E5%89%8A%E6%B8%9B&ie=utf-
8&oe=utf-8&rls=Palemoon:ja-
JP&client=palemoon&channel=rcs&gws_rd=cr&ei=eKT3VfPqHuHamgWK3bHICg …
下水道における資源・エネルギー利用の現状？国土交通省

http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/sesaku/09shigen.html …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 20時間20時間前 
水イノベーションとは？上水プラント・造水プラントエンジニアリング技術から排水

処理、#汚泥処理 などの装置システム、各種部材や水処理剤など出展…
http://www.jma.or.jp/INCHEM/outline/water.html …
環境省のアマクダリ先が増えそう。

こういう開発のために国土交通省が関東を水没させたのか？

https://www.youtube.com/watch?v=yvrTmzzGwu8
2CELLOS - Technical Difficulties [OFFICIAL VIDEO] 

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11 時間11 時間前 
2011/04/18
桁が違うんですけどどう思いますか？

●チェルノブイリから約200キロにあるゼルジンスク村
土壌1,068Bq/kg（Cs137）
●ふくいちから40キロの飯館村
土壌163,000Bq/kg（Cs137）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0cad7dd2dc77baab3058542323104b41 …

AKIRA 2024さんがリツイート 
松野大介 @daisumatsu · 12時間12時間前 
今、100ベクなどが上限値にされてる食物類の事故前のベクレル数。
https://twitter.com/GuciYama/status/263991502697537536/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
3月11日の震災当日、
『 東電社員と家族 』 は 安全な 90Ｋｍ圏外 に逃げました。
＞福島第一原発　元モニターの証言(YouTube) 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/bb14dd9555d29de356c824c2c37df752 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
日本政府が隠している3号機燃料プールが核爆発の決定的証拠が世界機関より発表され
ている

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/469fc0126f2b1da8eddeaa981c48e957 …
群馬県高崎市にあるCTBT放射性核種探知観測所
『キセノン131m/133については、
　3月15日前後の濃度が高すぎて計測不能となった』

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 21時間21時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました JUMPILIKEYOU
訂正：NNKラジオ → #NHKラジオ
備考：http://twitter.com/jumpilikeyou/status/633980342840389632 …

　N▶�日本人を
　H▶�放射能で
　K▶�殺す

http://www.google.com/search?q=%E6%B1%9A%E6%B3%A5%E5%87%A6%E7%90%86+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%87%8F+%E5%89%8A%E6%B8%9B&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=Palemoon:ja-JP&client=palemoon&channel=rcs&gws_rd=cr&ei=eKT3VfPqHuHamgWK3bHICg
http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/sesaku/09shigen.html
http://www.jma.or.jp/INCHEM/outline/water.html
https://www.youtube.com/watch?v=yvrTmzzGwu8
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0cad7dd2dc77baab3058542323104b41
https://twitter.com/GuciYama/status/263991502697537536/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/bb14dd9555d29de356c824c2c37df752
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/469fc0126f2b1da8eddeaa981c48e957
http://twitter.com/jumpilikeyou/status/633980342840389632


by Jump さん
（そのまんまじゃないですか！）

https://www.youtube.com/watch?v=ozNEdMcWZvQ
2CELLOS - Hurt [OFFICIAL VIDEO] 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 22時間22時間前 
日本人が平然と暮らしている意味がわからない。」

AKIRAさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 9月14日 
「福島に希望はあるんですか」

この質問に小森は絶句してしまった。返す言葉がすぐに見つからなかったのだ。会見

を終え自治会館を後にするとき、こらえきれなくなり小森は声を上げて泣いた。

本日熊日より ようやく報道 
https://twitter.com/onodekita/status/643542197359390720/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 · 9月14日 
東京でデモやって

仮に戦争法案が否決されたところで

既に人が住めない汚染が無くなる事はない

結局勝ち目のない核戦争の特攻隊員になるより

最善の闘いは、移住することだ

逆に言うとそれ以外の選択は残されていない。

参照

：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%88%E9%BB%99_
(%E9%81%A0%E8%97%A4%E5%91%A8%E4%BD%9C)
『沈黙』（遠藤周作）

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9月16日9:41
０

５２５

３３３．（＾＾；）

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozNEdMcWZvQ
https://twitter.com/onodekita/status/643542197359390720/photo/1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%88%E9%BB%99_
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月16日）　強制ダイエットと筋肉【痛勤】に敗けて家事を放り出し、調理場が腐
海に沈んでいるせいで…

http://85358.diarynote.jp/201509161750517396/

あれ？(^。^;)？（脱線中〜☆）
2015年9月16日 グルメ コメント (3)

とりあ

えず箇条書き。(^_^;)

・昨日の検査結果。

・ザンギは鶏カラと別物！

・掃除はどうした！

┐(’〜`；)┌
 

http://85358.diarynote.jp/201509161750517396/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201509161750517396/


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月16日18:54
無事帰投。(^_^;)
仮眠してから洗濯と皿洗いとかしますぅ…（たぶん…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月16日22:12
　

ダメだムリ。┐(’〜`；)┌

洗濯と洗髪と、買い込み品の分類収納までして気力体力と、

ヘモグロビンが尽きました…

（ノーチェックでスルーパスｗするつもりでいた検査で「足りてない」と言われてしまったので

根に盛っている…。）(-_-#)

まぁいつもの目標どおり

「何もしないよりマシ！」な、

状態には、なりましたので…
(^。^;)

懸案の「台所事情」の改善は、

明日以降の持ち越し課題としますぅ…

┐(’〜`；)┌

（もちろん、このところ変に外食が多いのは、強制ダイエットと筋肉【痛勤】に敗けて家事を放

り出し、調理場が腐海に沈んでいるせいです…）

(-"-;)

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9月18日8:18
AKIRA 2024さんがリツイート 
tunenti @tunenti · 8月5日 
ツルムラサキ。くせがあるから、みんな食べにくいかもしれないけど、鉄分豊富だよ！それにね

、以前私がバセドー病だった時、あまり夏の暑さが辛くて、何とかならないかあちこち調べてい

たら見つけたのがこのツルムラサキだった。甲状腺に良いってさ。毎日少しずつ食べて乗り切

った。医食同源！

 
 



（９月17日）　心臓の具合が悪い。あやうく死にかけた、不整脈。記憶が途切れがち
、じっくりものが考えられない。

http://85358.diarynote.jp/201509170033051402/

ノリ_メ_タンゲレ。
2015年9月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

被曝だか老化だか知らないが。

(-_-#)

私の脳ミソ。

かってに壊すな…。

（敗けて死ぬつもりは無い！）

 

http://85358.diarynote.jp/201509170033051402/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509170033051402/


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月17日6:49
　

よく眠れました。(^_^)v

昨夜の洗濯物は、さくっと朝日にさらして外干し〜…♪

o(^-^)o

（線量低し！）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月17日6:50
　

地震が２４時間以上？停止中。

昨日からずっと、

西日本と沖縄は雷雨…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月17日8:52
　

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月15日 
名無し：06/24 13:12
mhoppeko（福島→台湾）
 
心臓の具合が悪い。あやうく死にかけた、不整脈、

病院に行ったら肺炎といわれた（肺がまっしろ）２名。

頭痛がひどくて薬が効かない。

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


[ 記憶が途切れがち、じっくりものが考えられない。

身体の関節が日増しにきしんで動くのがつらい ]
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

義男の空 第4巻
2015年9月17日 読書
　

　

前項これね。（＾＾）

札幌の歴史もわかるので、移住者にはありがたいです〜☆

http://diarynote.jp/items/books-jp/4990381750/
 
 

http://85358.diarynote.jp/201509170800343848/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
http://diarynote.jp/items/books-jp/4990381750/


（９月17日）　（…「うちの過保護霊ず」が、昨夜から警戒してたのコレか…？）

http://85358.diarynote.jp/201509170840455438/

風邪のようなのが被曝初期／マグロ以上の魚は死んでしまうみた

いなので一番脅威になるのがサンマになるみたいだね。

2015年9月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

AKIRA 2024さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 13時間13時間前 
マッツさんがリツイートしました otenkimame
急性の白血病なんて、急に大量の放射線を浴びないと、ならない病気だと思うけど？

他に原因あるのかな？

あらためまして、おはようございます。

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

朝っぱらから、夜むき？の曲ですいません。

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201509170840455438/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509170840455438/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150917/85358_201509170840455438_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150917/85358_201509170840455438_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150917/85358_201509170840455438_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


（＾＾；）

ぃえ、「３連休明けの４連勤の初日」なんで…

ちょっとスイッチを入れ替えないとねと…（＾＾；）…★

札幌はこれ以上は望めないほどの上天気。

湿度も線量も低くて、無風で快晴！

洗濯ものは朝日に向かって外干しで、出勤前に乾いちゃいそうなイキオイです…ｗｗ

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 51 分51 分前 
ずいぶん早くタイムラインの忠実な友人に戻ったものだ。原稿はどうしたのかね？

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 

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 
〔前線停滞〕茨城・栃木・宮城では土砂災害や浸水地域拡大に要注意（レスキューナ

ウニュース）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150917-00000004-rescuenow-soci …
関東・東北豪雨の被災地域を中心にまとまった雨がふるおそれがあることから、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。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2時間2時間前 
台風18号などの大雨により鬼怒川で堤防が決壊してから１週間になりました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東の天気 2015年9月17日】
今日はサー・ザーザーと雨が降って傘が必須の一日。一時的・局地的にゴォーッと雨

が強まり、大雨になる恐れもあります。大雨の被災エリアでは被害の再発や拡大に要

注意。屋外での復旧作業は控えた方が安心です。

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
[速報] C7.8 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月17日04:20 JST (16
日19:20 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150917-00000004-rescuenow-soci
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月17日 03:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月17日 03:00
現象：連続噴火が継続しているもよう

あさくら彩華堂（フルーツ王子） @arthurclaris · 7時間7時間前 
あさくら彩華堂（フルーツ王子）さんがリツイートしました みえないばくだん
し　て　ま　せ　ん 　　
RT @maruchan77777: 怖すぎる…。フクイチ、断続的に再臨界してるんだな。 

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 
"chiromegumilky: 夏から１ヶ月以上風邪が治らず、副鼻腔炎に咽頭炎に結膜炎···どん
だけ弱いのだろう私_|~|〇"
#免疫線
穴と言う穴から血が出るんだよ？

穴と言う穴が破壊されないとか？

どうかな

火のない所に煙はないんじゃないかな？

AKIRA 2024さんがリツイート
マッツ @VirginBlade_aki · 9時間9時間前 
マッツさんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
風邪のような症状なのが、被曝の初期症状らしいです(T_T) 

AKIRA 2024さんがリツイート 
占星術つぶやきメモ《天体位相調査室》 @pneuma_2007 · 9 時間9 時間前 
【水星逆行開始】（国立天文台HPによる実測値）
9月18日(金) 午前3時00分より留、同20分より逆行開始です。（日本時間）

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10時間10時間前 
"uacoco_y: なんか物凄い勢いで肺炎なんじゃないの？って咳する風邪が部署を流行し
てる。。。こわい。"
#免疫線



#破壊線
エアコン使うよね

息するじゃない？

呼吸器破壊しない？

誰にも分からないよね

AKIRA 2024さんがリツイート 
cxjr @cxjr · 10時間10時間前 
どうもマグロ以上の魚は死んでしまうみたいなので一番脅威になるのがサンマになる

みたいだね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 11時間11時間前 
Lots of activity in #fukushima cam. Trucks carrying lots of materials in, thru past
midnight. 
Via @akira_pt4ever

AKIRA 2024さんがリツイート 
wanikun @sougofollow_w · 11時間11時間前 
埼玉の空は汚い、汚い、何回見上げても汚い、薄暗い灰色の雲、空。ポストに近所の

土地借りて家庭菜園お野菜作りましょうってチラシが入ってて、なんだよこれ！！早

く死ねって聞こえる。埼玉の野菜食える分けねぇだろ、嫌だ！！！

AKIRA 2024さんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 12時間12時間前 
ためしてガッテンって、ほんとすごい番組だよね。

悪性リンパ腫とか、白血病とか、甲状腺障害とか、心筋梗塞とかの特集に続き、サン

マの食べ方。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ゆみたん @breeeezehachiza · 13時間13時間前 
マイコプラズマ肺炎だったww
明日ICUだから患者さんにうつしたらいけないから休みます！
普段休みたい休みたいいいよるのに、いざ休むとなったらなんか嫌だ…笑
働きたい！笑

ここで働かせてください！！！！



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 
国土交通省　関東地方整備局　道路部 @mlit_kanto_road · 13時間13時間前 
台風１８号等の影響により、国道２９４号や国道３５４号などの常総市内の道路につ

いては、交通規制や災害復旧車両等の流入に伴い、交通混雑が発生しております。こ

のため、市内の被災の復旧活動を円滑に行うため、市内に用事がない車両については

、広域的な迂回のご協力をお願いします。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Solysombra @sonsolysombra · 14時間14時間前 
んじゃ、体にもカビが生えてる人が増えてるってこと？で、そんな人が次から次へと

カビを他の人にも移すとか？xxx以前だったら考えられなかったわー、カビの大量繁殖
。もうフィクションよりずっと怖いわw

AKIRA 2024さんがリツイート 
偏光プリズム @prism31415 · 14時間14時間前 
一家4人中、3人が心筋梗塞で突然死！！＞3人とも高齢ではない人で、最も高齢だった
人が残されたのが衝撃的

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/96f84ae6f954c0753a51c85471deb8ab … @neko_aiiさん
から

AKIRA 2024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 
みえないばくだんさんがリツイートしました 受験や進路の教育ニュース「リセマム」
ほぼ１年中インフルが流行？

＊インフルエンザ

学級閉鎖となったのは調布市立柏野小学校2年生の1学級。児童35人中9人が欠席〜38度
〜39度の発熱、せき、鼻汁など。
https://twitter.com/ReseMom/status/643970823414501377 …
長野県が8月31日に学年閉鎖、愛媛県が9月4日に学級閉鎖の措置

AKIRA 2024さんがリツイート 
Sora@mama @m8810m0808m · 17時間17時間前 
まさかの大人もなるんやな手足口病。免疫低下してるときなるらしい

胃腸風やからお腹もゆるなるって

絶対芽生も手足口病やん。爆笑

口ん中口内炎だらけやもん。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/96f84ae6f954c0753a51c85471deb8ab
https://twitter.com/ReseMom/status/643970823414501377


AKIRA 2024さんがリツイート
楽しい人生 @wahhaha1011 · 17時間17時間前 
背中 ブツブツ: かゆくなって、ふと鏡を見ると、背中にブツブツが。。。という経験あ
りますよね。俗に背中ニキビといわれていますが、顔のアクネ菌とは違って、マセラ

チア真菌というカビの１種が原因となっています。ひどい場合には、...
http://bit.ly/1KfdPPQ

宇宙天気ニュース @swnews · 20時間20時間前 
[記事] 500km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動も高まっています。
http://swnews.jp #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
昨日の滋賀県南部のマグニチュード3.0の地震。
2日前から、この付近から大阪の堺市にかけて、極小さな地震が何度か発生してる状態
。（波形：大阪堺市：16日10時47分）　断層が集中してるエリア。

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月16日 09:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月16日 09:00
現象：連続噴火継続

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
09月16日09時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火継続

（9月14日09時43分に発生した噴火が現在も噴火継続中。
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150916090050_503.html
…）

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月15日 
名無し：06/24 13:12
mhoppeko（福島→台湾）
心臓の具合が悪い。あやうく死にかけた、不整脈、病院に行ったら肺炎といわれた（

肺がまっしろ）２名。頭痛がひどくて薬が効かない。記憶が途切れがち、じっくりも

のが考えられない。身体の関節が日増しにきしんで動くのがつらい

http://bit.ly/1KfdPPQ
http://swnews.jp/
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150916090050_503.html


AKIRA 2024さんがリツイート 
影兎-eito-@CAS主 @eikun_1102 · 9月7日 
【速報】

【異物混入】

【拡散希望】

9/2朝にローソンのご飯を買い昼に食べようと開けたら黒い粉っぽい異物が混入してい
ました

返品したのですが未だに連絡も無く正体不明

NEWSにするつもりもなく一斉回収もしていないので拡散お願いします

…ちなみに、「ＪＲ（国鉄）テロ【冤罪】事件」は…
以前にも、有名なやつが、あったからね…？？

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM
Coldplay - Paradise (Peponi) African Style (ft. guest artist, Alex Boye) - ThePianoGuys 

風の子　 @makeanovel · 2時間2時間前 
ほんとですね。見えない戦争っていうか、中国もだけど日本もこれだけいろんな工場

をボンボン爆発させられてることの不自然さに気づかず（一番でかいのはフクイチだ

ろうし）、見せかけ上のいわゆる昔ながらの戦争の危機だけに扇動されてる感じで

すね。

@nioumasashi

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
1962年生まれの米海兵隊員の知能を調査したところ、他の無被曝年兵士に比べて１０
％知能指数が劣っていたと「被曝国アメリカ」に報告されている

脳の統合的認識力に異常が出て宗教や思想の洗脳に遭いやすくなる

フクイチ事故での胎児被曝は、はるかにひどい脳への影響をもたらすのは確実

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
またカード化する「マイナンバーカード」も

テレビに差し込んであるカードも、あれだよね。利権そのもの。カード化することに

、また別の利権構造がある。あのカードが無いとテレビ映らないでしょ。「なんの

ため？あのカード」と、当初、あのカードが導入されてから調べたら、びっくり。す

https://www.youtube.com/watch?v=Cgovv8jWETM


べて利権。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
NHKが、また変な解説してる
安保法案は「憲法違反」だよね。憲法っていうのは政治家＝権力者の暴走を止めるた

めのもの。国民が、どうだとかじゃないんだよね。政治家のための法律＝憲法を守ら

ないで、国民が反対してる事を強行しようとしてる政権に、独裁政治だと大多数の国

民が怒ってるんだよね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
今、ロンドンで開催されてる「武器」の展示会に日本企業も出展してる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/644116265775136768/photo/1
米国は武器産業があるので「戦争をやらないと国がもたないから」戦争ビジネスみた

いなもの。でも戦争やりすぎて「国が息切れ状態」そのお手伝いを日本がする。それ

が今の日本

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 12時間12時間前 
フクイチ爆発であいた巨大な穴を、武器で手早く埋めたいやつがたくさんいるんだな

。首都圏にも地方にも。

…１９６４年生まれですいません…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=rW0tymSP6Vs&list=PL5DD24FFACBF6C791&spfreload=10
ヱヴァ 初号機暴走BGM

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
まぁあれだ。この法案が可決し『このまま自公が政権を取り続けた日本の未来があっ

た場合』は、自衛隊という「日本軍」は、アメリカの戦争のお手伝いをした結果、蜂

の巣のような銃弾を浴びて戦死者は増えるよね。無事であっても帰国後、アメリカ軍

のように自殺者が激増する。そういう法案が採決される日

AKIRA 2024さんがリツイート 
ヘナ　I STAND WITH GAZA @lovepeacemama · 12時間12時間前 
なんか４年半前に未曾有の原発事故の情報を隠し人々を被ばくさせ子供たちに年２０

ミリシーベルトという殺人的な基準を押し付けようとした管政権の当時の幹事長枝野

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/644116265775136768/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=rW0tymSP6Vs&list=PL5DD24FFACBF6C791&spfreload=10


がこの安保法制では「国民の側に立ったフリ」して「最後までがんばる」とか言って

る図が流れてきた

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
僕は「可決できるものなら、どうぞ？」と思う

むしろその方が良い情勢。公明党＝創価学会の人々が、あれだけ国会前で抗議してい

たら、次の選挙で「組織票」は激減し、それと「こら、自民党いいかげんしろ」とい

う国民の多くも投票しなければ良い。自公以外が政権を取り「法制の見直し」をすれ

ばいい

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 23時間23時間前 
「今みんな「生活」を人質に取られて、間違ったことを違うと言えなくなってる」

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Rosario-road @artvisual712 · 2013年10月1日 
映画『ニッポンの嘘』を見た日の午後、主人公の福島菊次郎氏の写真展を見た。広

島は、日本で一番最初に〈平和都市〉となったが、理由は様々な真実を政府が隠蔽し

たかったかららしい。政府は原爆スラム街と市街地の境界線に金網を設置したり、家

事があると立入り厳禁の立て札、鉄条網を張った。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
杉森祐幸 @cgskhtboy · 2012年8月5日 
広島には昔、原爆スラムというのがあったらしい。原爆症に苦しむ人達が身を寄せて

暮らしていた。そのスラムをぶっこわして、その人達を排除して作った綺麗な平和

公園。平和都市ヒロシマの意義と暴力性。

https://www.youtube.com/watch?v=iHeeOlGjbkI&list=PL5DD24FFACBF6C791&index=6
evangelion soundtrack 2.0( Sin From Genesis ).avi
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月17日10:25

https://www.youtube.com/watch?v=iHeeOlGjbkI&list=PL5DD24FFACBF6C791&index=6
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


チリ沖で、Ｍ８…！
ヽ（・＿・；）ノ

（…「うちの過保護霊ず」が、昨夜から警戒してたの
コレか…？）



（９月17日）　過激？ダイエットで鉄欠乏性の（ヘモグロビン不足の）貧血と言われ
てしまったので、(-_-#)

http://p.booklog.jp/admin/write/new/118516

先生、バナナはオヤツに入りますか？(^_^;)？
2015年9月17日 ダイエット 

過激？ダイエットで鉄欠乏性の（ヘモグロビン不足の）貧血と言われてしまったので、(-_-#)
手っ取り早くホウレン草の補充で野菜ジュースと。(^。^;)

糖分補給に巨大ドラヤキ、繊維とミネラル補給に有機バナナ。

(^_^;)

塩分補給に道産ポテチを一掴み食べて、まるて小学生の遠足のオヤツのよおなダイエット昼飯で

すが、何か…？

┐(’〜`；)┌
 

http://85358.diarynote.jp/201509171600393895/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233


（９月18日）　マルチタスクをすると脳を損傷、早期の認知機能低下につながる可
能性。シングルタスクで脳に若さと活力を。／うっかり1年近く冬眠してしまう動物、
ヤマネさん。

http://85358.diarynote.jp/201509180828557455/

（順番間違えた）　前項参照！

2015年9月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

おはようございます。０８：１３です。

（前項参照してください。）

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 

朝６時には起きだして洗濯して洗髪して３０分だけ二度寝して、台所のゴタゴタを少〜しだけ片

付けて、燃やすゴミをまとめて徒歩３０秒の収集場所に出して、バイトに持ってくコーヒー紅茶

の準備をして冷ましながら、朝ごはん（昨夜スーパーで２０％オフだったチキンカツ弁当）を土

鍋で温めなおし…をしながら部屋の換気もしつつ、昨日の洗濯ものを畳んで分類収納して、今朝
の洗濯物を窓辺の定位置に干しましたよ…と。

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201509180828557455/
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札幌は気温１５℃。午後から雨予報。空気は「海霧系の異臭」充満で、気分が悪いです…（
－－；）…。

さて。津波はどおなった…？？

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT1700UP】 マルチタスクをすると脳を損傷、早期の認知機能低下につながる可
能性。シングルタスクで脳に若さと活力を。

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52169242.html …

…あれ…？？（＠＠；）？？

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT400UP】 やばっ！寝過ごした。うっかり1年近く冬眠してしまう動物、ヤマネさ
ん（オーストリア研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200734.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/644508654578761728/photo/1

…改名しよおかな…☆

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日8:32
０

５２

５５
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８８．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日15:07
　

集中豪雨に

堤防決壊に

台風連発に

津波に

地震に

噴火に

太陽フレアに

電磁波嵐に

原発爆発露天臨界に

汚染水垂れ流しに

メルトアウト温泉地盤崩落。

工場が爆発炎上。

国会が憲法破壊。

警察官が強殺に強姦商売。

…お次は何ですか〜…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日15:18
突風、竜巻、雹、…初雪…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日20:43
　

小学校の給食室が爆発とか、

http://85358.diarynote.jp/
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釧路の新聞社長が沖縄で溺死とか？(・_・;)？

…わざわざ新ワザを
繰り出さなくていいから…

(・ω・;)(;・ω・)
 
 



（９月18日）　脳内妄想モード大全開が、復活しつつありますよ…／脳細胞を破壊さ
れると脳萎縮が起きて、50歳過ぎてから急速にボケが進行する。／残された時間を大
切に。

http://85358.diarynote.jp/201509182214167022/

「いつも君のことを心配している」。

2015年9月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

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

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 2時間2時間前 
いつも君のことを心配している。さあ、原稿を書きたまえ。

おばんです。

２１：４３。

夜にアクセスするのは久しぶりでしたっけ？

（＾＾；）

今日の日中はなんというか「逆厄日」（凶事免除日）という感じで…

http://85358.diarynote.jp/201509182214167022/
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（＾＾；）

あれ？《大魔王ふるさいずエルさん》の何かの逆陰謀？？とか思っていたら、

狼さんが「自分です〜！」とか（珍しく）自己主張しています。

はい。朝は書き忘れましたが、脳内をエスパの３人が、

http://76519.diarynote.jp/200705130315420000/
しかもちゃんと深化？して「前世じつわ誰だったか情報コミで」（＾＾；）

リアル？に会話してたりする脳内妄想モード大全開が、復活しつつありますよ…

（…でも、理性的で建設的なことは、何も考えられない…★）
…（〜〜；）…

…あ、そうそう。なんで久しぶりに夜にＰＣ触ってるかっていうと、ガンバッテ洗濯しても乾き
そうにない気象条件、というか、今朝洗って干した洗濯物がまだ乾いていないので、洗っても明

日干す場所が無い。（＾＾＃）というね…ｗｗｗ

で、なに、これ…

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ59.5km 2015/09/18 15:09:30 http://j.mp/1Lleaof

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.1】青森県東方沖 深さ66.1km 2015/09/18 13:02:22
(G)http://j.mp/1F5GWs3 (アニメ)http://j.mp/1QKva7J

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ42.4km 2015/09/18 11:00:43 http://j.mp/1iTuFNb

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ26.9km 2015/09/18 09:51:39 http://j.mp/1MtXHQe

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ19.5km 2015/09/18 09:36:09 http://j.mp/1W6bsWO

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.8】国後島近海 深さ117.8km 2015/09/18 09:24:09 http://j.mp/1UZcXZN

http://76519.diarynote.jp/200705130315420000/
http://j.mp/1Lleaof
http://j.mp/1F5GWs3
http://j.mp/1QKva7J
http://j.mp/1iTuFNb
http://j.mp/1MtXHQe
http://j.mp/1W6bsWO
http://j.mp/1UZcXZN


地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 根室市 
【M2.5】根室地方 深さ68.7km 2015/09/18 05:12:40
(G)http://j.mp/1NAjK6r (Y)http://j.mp/1iAgjBx

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 根室市 
【M3.1】根室地方 深さ69.6km 2015/09/18 04:27:35
(G)http://j.mp/1MePAEi (Y)http://j.mp/1LAGlva (アニメ)http://j.mp/1Kp5Hv1

地震マップ @eq_map · 9月17日 � Елизовский район, Камчатская область 
【M5.4】NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 68.1km 2015/09/17
17:58:44 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1P1ZqcS (USGS)http://j.mp/1iyqDtH

…チリの余震も凄すぎるんですけど。

「お次」は、どこに何が起きるやら…

…ｗ（〜〜；）ｗ…

…予断も油断も、許されませんわ…★

https://www.youtube.com/watch?v=IPeo_X7hVe8
2CELLOS - Celloverse [OFFICIAL VIDEO] 

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT300UP】 猫のぶらり一匹旅。3700キロもの謎の旅をした子猫のスパイス、無事
に家に帰る http://karapaia.livedoor.biz/archives/52179663.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/644717521304551424/photo/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9月18日23:05
０

５２５

６６６…（＾＾；）…。
 

cmk2wl @cmk2wl · 9月17日 
「自分を何も変えないで、ただ事態だけが変わればいいと思っているさまを狂気という」伊藤守

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日23:28
AKIRA 2024さんがリツイート 
Lia misaki∞ @lia_misaki · 13時間13時間前 
被曝により正常な思考と判断が無理になります。これは官僚や政治家にも起こる物と思います。

霞ヶ関の官僚も、当然一定被爆しているものと。それだけではなく、普段放射線を使用している

ために放射性物質の害に無頓着だったほとんど医師が、既に障害を起こしています。むしろ一般

より重篤と言ってよいと

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日23:52
　

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月16日  
AKIRAさんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
 
大横綱 白鵬までもが食べて応援？
その結果、体に力が入らない。

おそらく、セシウムによる筋肉硬化症状でしょう。

力士に限らずスポーツ選手は柔軟な瞬発力のある筋肉が必要ですが、セシウムが筋肉に侵入する

と筋肉が硬化し痙攣等を起こします。

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月16日 

http://85358.diarynote.jp/
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放射能汚染の実態が日々の日常で目に見えて現れ始めている。

もう、この時点では何も知らない方がいいのかもしれない。

被曝症の発症を恐れ、死の恐怖に恐れるより、好きな様に生きる事だ。

今、生きている事を楽しむ事だ。

明日は誰にも分からないのだから。

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月15日 
被曝症の発症は5〜10年後になる。自分の体調をよく観察しながら、自己免疫力を高める生活を心
がけ、残された時間を大切に。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月18日23:56
amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
若い頃脳細胞を破壊されると脳萎縮が起きて、50歳過ぎてから急速にボケが進行する
高次脳機能障害の特徴は近過去の記憶が困難になること

それに記憶の抜け落ち、取り違えの発生だ

頭部外傷事故やボクシング、格闘技で脳を傷つけると結果は50歳以降、深刻に出てくる
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（９月18日）　あの世に戻らねばならないんだが、持参できるのは人に優しくした満
足と、感謝の心だけなんだ。

http://85358.diarynote.jp/201509190004595039/

すばらしい日々。もうすぐもの凄い数の人たちがあの世に戻らね

ばならないんだが、持参できるのは、この世で他人に優しくした

満足と、人からの感謝の心だけなんだよ。

2015年9月18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=v8DUGRE2sbg
HINATA Haruhana - 人嫌いの星 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 44 分44 分前 
名無し：2015/09/18(金) 19:28 ID:XXXXXXXX
桜が咲いたらしい

まさか、この時期に…富山で桜咲く 季節を勘違い？
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150916-00000033-ann-soci …
#狂い咲き

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
8月の世界気温、観測史上最高を更新
http://www.afpbb.com/articles/-/3060723 …
海の比熱は空気の千倍、海水温が1度上がれば気温は1000度上がる
高温化の原因は世界中で300基以上稼働する原発の温排水である
地球を救うには原発をやめさせろ！

amaちゃんださんがリツイート 
47NEWS 47@news · 15時間15時間前 
速報:気象庁によると、午前８時３８分、岩手県の久慈港で７０センチの津波を観測
した。さらに上昇している。 http://bit.ly/17n4iz

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
福島飯舘村の災害公営住宅—入居したら１００ｍＳｖ以上被ばくする—

http://85358.diarynote.jp/201509190004595039/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1562.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 19時間19時間前 
警官隊8000人で制圧…安倍官邸「強行目前」の異常なデモ潰し
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/164149 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月17日 
チリM8.3地震の対蹠点を調べてみたら中国のど真ん中になった
https://www.google.co.jp/maps/place/31%C2%B034
’12.0%22N+108%C2%B026’09.6%22E/@31.57,108.436,4z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?
hl=ja …

amaちゃんださんがリツイート 
まえだけんいち @penate3 · 9月16日 
まえだけんいちさんがリツイートしました TSCにいたり居なかった
次は、静岡沖の地震か？ 

amaちゃんださんがリツイート 
keko @tyoutenngan · 9月16日 
@tokaiamada ２００７年７月の中越地震で柏崎刈羽から大量の放射能漏れが首都圏
を襲った。ガイガーカウンターが連続的になっていた。(平常時は20〜30回／分程度)
今の小１〜小３が被爆している子どもたち。極端に学力が落ちたり感情制御ができな

い子がいて結構苦労しているとのこと

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月16日 
トルコの輸入食品、汚染データ

とても重要　ヘーゼルナッツや月桂樹など恐ろしい数値が並んでいる

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2678.html …

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9月15日 
簡単な話

風呂に入れないような汚染水が 水道から出るような 場所で、どうやって 生きれるんだ
ろうか？ 「水道水が汚染されている状態ならば、お手上げです。政府は避難命令を即
刻出すべきです。」琉球大学教授　矢ヶ崎克馬 
https://twitter.com/k2cyan/status/642643053228916736/photo/1

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1562.html
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/164149
https://www.google.co.jp/maps/place/31%C2%B034
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https://twitter.com/k2cyan/status/642643053228916736/photo/1


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

amaちゃんだ @tokaiamada · 9月17日 
おいおい銭ゲバさん、拝金ゾンビさん、自民党員、民主党員、維新党員、公明党員さ

ん

もうすぐもの凄い数の人たちがあの世に戻らねばならないんだが、持参できるのは、

この世で他人に優しくした満足と、人からの感謝の心だけなんだよ

君たちの大好きな札束も高級車も豪邸も、一つも持って行けないんだ

https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
Ryuichi Sakamoto - Fade
 
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091820107/
『日本沈没』11巻
 

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o


（９月19日）　キリンのフリーが岡山工場から茨城工場に変わった。もう飲めない。
／えぇ。アタマ、コワレテマスよ…？

http://85358.diarynote.jp/201509190723235063/

【預言】 「１０日は家に居ないようにして。」／活発に臨界して
いるのです。

2015年9月19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=83VoWltZdus
Ryuichi Sakamoto - Royal Space Force Main Theme 

おはようございます。（＾＾）

個人的には、体調も精神・霊的状態も、たいへんよろしい霧樹りすですよ〜♪

９月１９日、７時１５分を見ました。

不吉な奇数ならび〜…♪♪

…（＾◇＾；）…☆

いぇ、深く眠って変な（リアル２０歳台のころの現実と今の危機的霊的？状況ががゴッチャな）

夢をみて、

「１０日はバタバタするので、家に居ないようにしてくれ」というメッセージ？を受け取り…

（＾＾；）…何月の１０日？　来月の「１０月１０日」…？

（「清クンの誕生日」で、「沖縄の戦争開始日」！）

とか思いつつ、寝起きはトシガイもアラレもない脳内妄想全開で（＾＾；）

たいへん幸せな幻想に浸りつつ…

http://85358.diarynote.jp/201509190723235063/
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起きたら、昨日の天気予報では降水確率６０％の大雨予報だったのに…

霊によってというべきなのか、

例によって、「広域札幌圏」の「上だけ」…曇っているけど降ってない…！

…？（＠ｗ＠；）？…

（んで、四囲はびっしり、「フクイチブルー」の黒青い汚染雲にべたべたに侵攻されまくってい

るわけですが…（－－；）…）

昨夜も降水確率５０％で、だいじをとってバスで帰って来てしまい、自転車がないので…

カッパきて雨の中をバス通勤の予定でしたが…

歩きます！歩きますとも…ッ♪

ｏ（＾ｗ＾）ｏ

とか、天気みて喜んでるので…

時間があまりありませんね。情報チェックの…☆

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

えぇ。アタマ、コワレテマスよ…？
もちろん…★

cmk2wl @cmk2wl · 15 分15 分前 
2015年09月19日　館山(タテヤマ)湿度100パーセント連続。 

cmk2wl @cmk2wl · 20分20分前 
青森県も

2015年09月19日　八戸(ハチノヘ)湿度100パーセントが連続。

cmk2wl @cmk2wl · 23分23分前 

https://www.youtube.com/watch?v=Uuj3b6MZDt0


岩手県もです。

2015年09月19日　宮古(ミヤコ) 湿度100パーセントが連続。
2015年09月19日　大船渡(オオフナト)　湿度99パーセントで連続。 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
洪水が福島原発を脅かす・核悪夢の国土・ﾊﾞｽﾋﾞｰ：地下水が上昇すれば地中の核燃料

は地表面に出て海に流れ込む(ENENe
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/818.html …

cmk2wl @cmk2wl · 27分27分前 
2015年09月19日　大島(オオシマ)　湿度100パーセント連続です。
表面的な否定ばかりして、混ぜっ返している場合だろうか？

そういったうじゃじゃけた姿勢が物事を錯綜させる。多くの人の避難を遅らせる。

cmk2wl @cmk2wl · 31分31分前 
石巻もです。いまもって溶融デブリは活発に臨界しています。

否定するのなら、現象に名称をあてはめるのではなく論理的な根拠を。

観測史上まったく例がないこの数値に説明を。

2015年09月19日　石巻 湿度100パーセントが8時間連続。 

cmk2wl @cmk2wl · 35分35分前 
2015年09月19日　小名浜(オナハマ) も湿度100パーセント連続です。 

cmk2wl @cmk2wl · 37分37分前 
千葉県民は、特に太平洋岸の住民は、おおきな健康被害を受ける。

https://goo.gl/I39ptd

cmk2wl @cmk2wl · 41分41分前 
またしても銚子の湿度100パーセントが前日から連続しています。
2015年09月18日　銚子(チョウシ)
活発に臨界しているのです。 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
甲状腺検査の助成、陳情を採択　那須塩原市議会

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20150918/2085693 …
子ども達を安全地帯に逃がさない限り、どんなに検査しても治療体制を整備しても、

子ども達は死んでゆくしかない！

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/818.html
https://goo.gl/I39ptd
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20150918/2085693


こんな簡単な理屈を直視せず、とにかく住民を逃がさないで被曝死させる行政

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月19日 04:56】
北海道地方では、１９日朝から２０日明け方にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所

がある見込みです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、落雷や突風、ひょう、河

川の増水に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【小笠原諸島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9月19日 4:26 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東京都 記録的短時間大雨情報 2015年09月19日 04:19】
４時東京都で記録的短時間大雨

小笠原村付近で約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。

AKIRA 2024さんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11 時間11 時間前 
キリンのフリーが岡山工場から茨城工場に変わった。

もう飲めない。

https://www.youtube.com/watch?v=FuCFkyBGsFc
AMV - Tiger And Bunny-Raghav-Fire 

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ38.5km 2015/09/19 03:24:56 http://j.mp/1Qn7mps

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.1】国後島近海 深さ155.0km 2015/09/19 03:14:02
(G)http://j.mp/1inDr5t (アニメ)http://j.mp/1inDtKK

https://www.youtube.com/watch?v=FuCFkyBGsFc
http://j.mp/1Qn7mps
http://j.mp/1inDr5t
http://j.mp/1inDtKK


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ160.8km 2015/09/18 23:00:36
(G)http://j.mp/1gxszAV (アニメ)http://j.mp/1gxsBZA

Tiger and Bunny - Moves like BAHNAHBEE 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【安全保障関連法 参院本会議で可決・成立】
今の国会の最大の焦点である、集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込

んだ、安全保障関連法は、19日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と次
世代の党などの賛成多数で可決されて、成立しました。

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

amaちゃんださんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi · 1時間1時間前 
自分が何を言っているのか、そもそもわからないのか、自己欺瞞に気づかないで生き

ていける術を会得したのか。RT @komatsunotsuma: ＲＴ@jaikoman 憲法を守らない
人がルールを守れと。

とても子どもに見せられない… 

amaちゃんださんがリツイート 
東京新聞政治部 @tokyoseijibu · 1時間1時間前 
今朝未明、安保法案が安保法になりました。東京新聞は問題点を指摘し続けて来まし

たが、今後もその方針は変わりません。

安全保障関連法が成立　集団的自衛権行使可能に

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015091801001988.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
2003年に米国政府は「存立危機事態」だとしてイラクを先制攻撃したが、攻撃のため
の嘘だった 

http://j.mp/1gxszAV
http://j.mp/1gxsBZA
https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015091801001988.html


http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201509180000/ …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 時間6 時間前 
09月19日：1時38分
NHKは深夜の国会中継やってるんだね。でもあれだよね。形式的な深夜の国会。これ
をやっても、結果は変わらないわけで。　そんなとき、明日から大型連休で無関心層

の人々は、今ごろ夢の中。「政治とは自分の生活そのもの。後悔先に立たず」なんて

、考えもしないのも問題。

kenji @buick54aki · 9 時間9 時間前 
日銀が国債のほとんどを買う戦時状態

マスコミは伝えず

http://sun.ap.teacup.com/souun/17204.html#readmore …
５００兆円が総額の株式市場に年金資産５０兆円

を官製相場につぎこむＧＰＩＦ

２２日に日銀は１兆１５００億円も国債を買

急病人

フクイチ 
https://twitter.com/buick54aki/status/644871283797159936/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
まぁー @masakun1025h · 9月17日 
私は本日、地元選出の自民党議員の秘書を呼び、今までパーティー券を購入したり議

員の講演会などに数十名の社員を参加させてきたが、今後一切、この議員の支援に当

たるような行為はしない、尚且つそちらの支援者名簿から私を含む家の社員約90名の
名前を名簿から削除するように要請しました。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月19日10:23
あ、なんか後ろが消えてるけど…(-.-;)…まぁいいか…(^_^;)
 

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201509180000/
http://sun.ap.teacup.com/souun/17204.html#readmore
https://twitter.com/buick54aki/status/644871283797159936/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月19日）　…まさか、狼さんじゃ…

http://85358.diarynote.jp/201509191505334874/

挟撃の間隙。（宇宙史逆走）

2015年9月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

《リ・ズ体制》末期。

自治や独立を求めて一斉に、あるいは偶発的に時期を同じくして蜂起した各惑星や恒星系の自由

市民らの動きを封殺するべく、中央政府は急ぎ軍警を増員し派遣したが、当然ながらその指揮網

は煩雑かつ不明瞭なものとなり、補給線は限界まで延びきって惰弱の極みと化した。

ほどなくして《リ・ズ》軍の兵站基地や輸送船団のみを狙う私掠武装船勢力が各地で自然発生

した。

奪った食料は貧民は下層民たちに廉価で、武器弾薬の類は各地の反政府勢力に適正価格で、頒布

したことから義賊と呼ばれるに至る勢力が発生し、飛び火し、各地上での経済市場の混乱による

自治権確立闘争の膠着化を一気に解消に導いた。

《リ・ズ》もただ手をこまねいていたわけではなく、防御の難しい補給線を攻撃者に対してさら

すことをさけ、最新鋭の亜空間技術を使って他次元経由の直結経路網を突貫工事で張り巡らせ、

恒星間空間を密閉船で物資や人材を運ぶ…という運搬手段自体を時代遅れのものとした。

同時に《リ・ズ》による公的商船団航路の警護整備体制も廃止され、一般の商用娯楽移動も《リ

・ズ》の経路を使用が許可されなければ他惑星との安全簡易な往来が不可能となっていった。

自由商人たちは自ら安全を確保して果敢に星間移動の自由を確保しようと試みたが、ここで問題

になったのが、かつては【義賊】と讃えられた、軍の補給線攻略を生活の糧としていた武装船団

の不法者たちである。彼らは軍の兵站という餌を失い、次には富裕層の娯楽客船を狙うという手

段に出たが、これも危険を嫌った選民たちが外遊自体をやめるに至り困窮し、次の獲物として自

由商人たちの貿易船団を（なかば面白半分に）襲うようになっていった。

宇宙自由貿易を護るために不法者たちに苛烈な闘いを挑み支配したのが《星海女王》と恐れられ

た《銀のスィリン》であり、その行き過ぎた粛清に対抗する勢力をまとめ、結果として自由商人

護衛業船団を立ち上げたのが、《漆黒の　　》である。

http://85358.diarynote.jp/201509191505334874/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201509191505334874/


https://www.youtube.com/watch?v=ge4K1TyKeoU
海上自衛隊東京音楽隊 Tokyo Band 海の男達の歌 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月20日8:41
 
あれ？（＾＾；）「自分の」ナマエを忘れた…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月20日15:15
　

ところでこの回、ものすごく健気で愛らしい、いわゆる「美少女キャラ」が出てくるのですが、

…まさか、狼さんじゃ…
…f^_^;…

…ぇえぇ…ッ！(‾○‾;)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日0:15
　

古資料発掘。(^。^;)

銀のスィリーン・ラィラと、

漆黒の

https://www.youtube.com/watch?v=ge4K1TyKeoU
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


ステラ・リー・ジョゼフィーヌ

だった…(^_^;)…

…没！
 



（９月19日）　脳細胞、考える力が破壊され、自分で自分をどうにもできなくなる。
／何かやってる自分に酔うって言うのと自分の人生をちゃんと考えるってのは別物や
んか。

http://85358.diarynote.jp/201509192228182337/

どこまで世の中のことに関心なく人は生きられ

るのだろう。

2015年9月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
　

http://diarynote.jp/items/books-jp/4840224315/
イリヤの空、UFOの夏〈その4〉 (電撃文庫)
　

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

おばんです。２２：０８です。

今日は穏やかな良い日でしたが、４連勤の３日目ともなると洗濯とか無理。

…てか、まだ「干す場所」が空いてないので、洗っても干せないし。ねぇ…？

前々項コメント欄。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月19日20:17

天敵オニエチケイ（鬼畜系）

ＮＨＫの女子アナが胃ガンで死んだと聞けば、３１１直後に

「イソジン飲んどけっ！」と叫んでデマ屋呼ばわりされた私としては、心中フクザツ

ですわ…

(ノ-o-)ノ　┫

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

http://85358.diarynote.jp/201509192228182337/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509192228182337/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4840224315/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4840224315/
https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
https://www.youtube.com/watch?v=qBXjC9sC8X0


地震マップ @eq_map · 25分25分前 
【M2.7】根室半島沖 深さ39.8km 2015/09/19 21:39:38 http://j.mp/1Miy3ed

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.9】知床半島付近 深さ158.9km 2015/09/19 20:58:55
(G)http://j.mp/1MxNDWl (Y)http://j.mp/1MxNC4I

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 士幌町 
【M2.6】十勝地方 深さ140.2km 2015/09/19 16:01:19
(G)http://j.mp/1KmjMN9 (Y)http://j.mp/1Jghhb5

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 36.7km 2015/09/19 08:02:32JST, 2015/09/18 23:02:32UTC
(G)http://j.mp/1W9lE0Y (USGS)http://j.mp/1gyXe0C 

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ38.5km 2015/09/19 03:24:56 http://j.mp/1Qn7mps

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.1】国後島近海 深さ155.0km 2015/09/19 03:14:02
(G)http://j.mp/1inDr5t (アニメ)http://j.mp/1inDtKK

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ160.8km 2015/09/18 23:00:36
(G)http://j.mp/1gxszAV (アニメ)http://j.mp/1gxsBZA

ところでさきほど、肺から大量の「ストロンチウム＋セシウム入り臭い痰」を吐き出しまくりま

したよ…

…（〜〜＃）…

２０１１年の関東〜軽井沢、以来…？？
（ちがったっけ？）

http://j.mp/1Miy3ed
http://j.mp/1MxNDWl
http://j.mp/1MxNC4I
http://j.mp/1KmjMN9
http://j.mp/1Jghhb5
http://j.mp/1W9lE0Y
http://j.mp/1gyXe0C
http://j.mp/1Qn7mps
http://j.mp/1inDr5t
http://j.mp/1inDtKK
http://j.mp/1gxszAV
http://j.mp/1gxsBZA


とにかく、いよいよ、札幌にも、じわじわ、じみじみと、汚染が本格的に拡がってきています…

https://www.youtube.com/watch?v=kek2Co3sbQU
陣内大蔵 - The walk to paradise 

野村羊子 @hitujinomura · 9月14日 
今日の決算委員会で、保育園の給食食材放射能検査費について「もうやめる決断をし

てもいいのでは。他でやっているのか」と自民党議員が発言。セシウムの半減期

は30年。東日本全体に降った。まだ福一から流出続けている。多摩地域で三鷹が一番
貧弱な検査ってことすら知らない。何言ってるんだろ。

cyclechabumaro @cyclochabumaro · 9月14日 
未だに”3〜4年もすれば放射能なんて無害でしょ”という無知がいることに驚くとともに
、福一で爆発があったことさえ知らない人までいることに驚かされる。どこまで世の

中のことに関心なく人は生きられるのだろう。

https://www.youtube.com/watch?v=4DGNfTBwMCU
陣内大蔵 - 僕は何かを失いそうだ 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月19日22:36
特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【釧路・根室地方 警報情報 2015年09月19日 19:34】
次の地域に警報が発表されています。

［根室北部］大雨

［根室中部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］大雨・洪水

https://www.youtube.com/watch?v=kek2Co3sbQU
https://www.youtube.com/watch?v=4DGNfTBwMCU
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


［釧路南西部］大雨

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月19日22:40
cmk2wl @cmk2wl · 53 分53 分前 
湿性沈着：

雨、霧、雪などの水分を媒体にして、大気汚染物質等が降下する現象。水滴の中にガスや粒子状

の汚染物質が溶け込む。

降水の生成過程で取り込まれるものを、レインアウト。

落下の過程で取り込まれるものをウォッシュアウト。

室内で加湿器のミストがこれと同じ働きをする。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月19日23:06
cmk2wlさんがリツイート 
八田押造 @hattaosuzou · 19時間19時間前 
何かやってる自分に酔うって言うのと自分の人生をちゃんと考えるってのは別物やんか。

amaちゃんださんがリツイート 
iano @ianoianoianoo · 9月17日 
戦争法案に反対するデモを小馬鹿にしている人達は、このデモによって海外にいる日本人がどん

なに助かっているかを知らない。デモが海外で報道される事によって、日本人が好戦的なわけで

はないとアピールしてくれている。中国にいる時にこの戦争法案反対デモの報道でどんなに私は

助かったか。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月19日23:21
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
渋谷区　黒木奈々32歳！
2014年7月27日、急性胃潰瘍でレストランで倒れ緊急入院
その時は早めの夏休みの名目で同年8月18日に復帰
検査の結果、悪性細胞が見つかり同年8月27日放送分以降休養
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同年9月10日に胃癌
2015年9月19日死去
さあ、これから莫大な数の癌死が出る！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日23:05
bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ばんそこ @vansox · 2014年3月27日  
ばんそこさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
#低線量 #被曝 の #累積 が危険。
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E7%B4%AF%E7%A9%8D&src=typd&f=realtime …
http://ameblo.jp/badlife/entry-11797989121.html#c12480022756 …
脳細胞、考える力が破壊され、自分で自分をどうにもできなくなる者が

今まで以上に増える。

http://twitter.com/ST0NES/status/449155400848252929 …　@ST0NES

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日23:24
amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
私たちを「デマ屋」と決めつける全員が「被曝安全論」

被曝について、ほとんど何の知識もないまま我々を「放射脳」と決めつけ主張のすべてがデマで

あるかのように宣伝する

政府やマスコミがウソの報道をしている事実は絶対に認めず無条件に権威を信用しきっている

いずれ自分の身体で思い知ることだ
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（９月20日）　福一で主電源を海側に設置していて津波で全電源喪失して世界中に驚
かれたのに。

http://85358.diarynote.jp/201509200816205347/

９月２０日の朝記。

2015年9月20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=q1P2q2Vc9MQ
オーディナリー・マーチ 

おはようございます。

０８：１４になっちゃいました。

昨夜は２３：３０くらいに寝床に入り、漫画を一冊読んでから楽しく就眠。

今朝は０５：５７くらいに自然に目が醒めて、野菜ジュースを飲んでから二度寝して、０６：３

０から正式に？起きだして洗濯して洗髪して外干しして、一昨日の洗濯物を畳んで分類収納して

、バイトに持ってく飲料のしたくと、昨日買った半額弁当の土鍋で温め（蒸し）直しまで完了し

ました。

札幌は気温１９℃を超えてぐんぐん上昇中の晴天無風。

線量も湿度も低め。

じつに快適です…♪

http://85358.diarynote.jp/201509200816205347/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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もうはやタソガレルだけの情報チェックなんか嫌気がさしてきておりますので、さきにちょっと

現実逃避をしてきますね…★

http://85358.diarynote.jp/201509191505334874/
（書き足してきました☆）

https://www.youtube.com/watch?v=pFYxOWvoxDA
汐風のマーチ

地震マップ @eq_map · 21 分21 分前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ22.3km 2015/09/20 08:15:47 http://j.mp/1KYCKNe

地震マップ @eq_map · 26分26分前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ17.7km 2015/09/20 08:15:46 http://j.mp/1KYCtcX

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 足寄町 
【M4.4】HOKKAIDO, JAPAN REGION 42.6km 2015/09/19 23:01:03JST, 2015/09/19
14:01:03UTC
(G)http://j.mp/1KYjkrK (USGS)http://j.mp/1V1LbXj

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【釧路・根室地方 警報情報 2015年09月20日 01:24】
根室、釧路地方では、２０日未明まで土砂災害に警戒してください。釧路地方では、

２０日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［根室北部］大雨

［釧路南東部］大雨・洪水

［釧路南西部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【地震情報 2015年9月19日】
23時00分頃、釧路地方中南部を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い
、地震の規模はM4.0、最大震度3を北海道で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/645237346279948288/photo/1

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 津別町 

http://85358.diarynote.jp/201509191505334874/
https://www.youtube.com/watch?v=pFYxOWvoxDA
http://j.mp/1KYCKNe
http://j.mp/1KYCtcX
http://j.mp/1KYjkrK
http://j.mp/1V1LbXj
https://twitter.com/UN_NERV/status/645237346279948288/photo/1


【M3.8】弟子屈付近 深さ3.5km 2015/09/19 23:01:00
(G)http://j.mp/1PciTrt (Y)http://j.mp/1KmPDgz (アニメ)http://j.mp/1LEOMFN

https://www.youtube.com/watch?v=N_0CdLWeVPE
2011年度吹奏楽コンクール課題曲Ⅱ 天国の島 

cmk2wl @cmk2wl · 49 分49 分前 
西日本は、既に日本海側に向かった風に包まれてます。

https://twitter.com/cmk2wl/status/645374786617540612/photo/1
予報は、放出された過去分の拡散は切り捨てられることに十分注意してください。

どの予報もそうです。

誤差が大きくなるので、切り捨てざるを得ない。

しかし風は残っています。 

cmk2wl @cmk2wl · 58分58分前 
風向きがよくありません。

24日ぐらいまで、西日本の太平洋岸は東電福島原発の風下に…。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/645372795707232256/photo/1

kenji @buick54aki · 2 時間2 時間前 
ヤマザキパンから高放射線！　http://bit.ly/1b5X3TU 

木星通信 @irakusa · 2 時間2 時間前 
@prometheus2054 何故、海側に置く。
福一で主電源を海側に設置していて津波で全電源喪失して世界中に驚かれたのに。 
https://twitter.com/irakusa/status/645350493452005376/photo/1

飯山一郎 @iiyama16 · 9時間9時間前 
フクイチの地下に確固として確実に鎮座し、殺人ガスを猛烈に噴出し続ける重量１０

０トンもの臨界デブリ！コレこそが「日本」を滅亡させ、消滅させかねない最悪・最

凶の元凶なのに、誰も彼もコレを見ようともしない。（飯山一郎）

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09191 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
こういうのもありますよね

http://j.mp/1PciTrt
http://j.mp/1KmPDgz
http://j.mp/1LEOMFN
https://www.youtube.com/watch?v=N_0CdLWeVPE
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https://twitter.com/irakusa/status/645350493452005376/photo/1
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09191


「きざみ昆布：北海道産昆布使用＋販売者：福井県」という表記。→でも「工場は福

島県」　こういうのを問い合せた時に、すぐわかるけど、メーカーの変な対応。こ

の「きざみ昆布」は目黒駅のアトレ地下で売ってる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
よく意味がわからないと言う人に補足です。販売者の表記は九州のメーカーなのでラ

ベルの住所は九州になり、でも別途に製造所固有記号をキャップに印刷してるので、

九州の水源ではなく、工場も他の県。でもそれを楽天などの卸業者が「九州の水です

。工場も九州」として販売。こういう事例が多いらしい

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
ISSに滞在している宇宙飛行士の油井亀美也さんが、9月19日、宇宙から撮影した阿蘇
山の画像をTwitterに投稿。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/645230616493953026/photo/1
報道「阿蘇山、宇宙から見ても噴煙がすごい　油井亀美也さんが撮影

：http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/18/asozan-iss_n_8161868.html …」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
09月19日21時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火 継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が、現在も噴火中。
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150919210011_503.html
…）　噴煙：火口上500m（海抜6000FT）

https://www.youtube.com/watch?v=zRA7_-tL-4s
海上自衛隊東京音楽隊 Tokyo Band マゼランの未知なる大陸への挑戦
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月20日15:04
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降水確率３０％だったのに

まさかの通り雨でソボ濡れ。

(-"-;)
しかも家を出た瞬間から降り始めて、屋根のある自転車置き場に着いた瞬間に上がった…
…(^。^#)…
線量低かったから許すけど。

先ほどから急に空気が変です。

(∋_∈)
咳き込むひと複数。

フロアじゅうのひとが半病人。

体温低下症？で

寒い寒い言ってる。(・_・;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月21日12:51
 
AKIRA 2024さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 5時間5時間前 
福島に来て見れば分る「人間はリスクを背負っても普段の生活を望む。」「リスクはないと考え

て暮らす。」みていて生活優先で生活するのに精一杯。「金儲け上手いか。」「正当性を訴え

るか。」人間の嵯峨良く見える。結局、今の生活で終わりなのです。結局、官僚仕切る金で踊ら

され毒を飲んでいる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 18時間18時間前
 
もうね毎日喉の奥が痛くなる。

いつスパイクしてんだかサッパリわかんなくなった。

この痛みには特徴があって、一日中ず〜っと痛いんじゃないのよ。

一日に何回か「痛みがくる」の。

粘膜が破れてビリビリ痛むっていうかんじの痛み。

http://85358.diarynote.jp/
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この数分〜数十分で消える痛みはフォールアウトん時と同じよ。

 



（９月20日）　狼さん、いつも「安くて美味しいもの」の在りかを教えてくれて、あ
りがとう♪

http://85358.diarynote.jp/201509202036526224/

ここはどこ？私はだぁれ…？(^。^;)
2015年9月20日 日常
　

新装開店♪(^o^)／

すてきなビルです♪o(^-^)o
http://www.le-trois.jp/info/

とくに！（＾＾）！

１階と３階と８階が！

とてもすてきです…♪♪
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509202109172978/

ＵＭＡ飼った♪ o(^-^)o
2015年9月20日 グルメ コメント (1)
 

http://85358.diarynote.jp/201509202036526224/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150920/85358_201509202036526224_1.jpg
http://www.le-trois.jp/info/
http://85358.diarynote.jp/201509202109172978/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201509202109172978/


じつに私好みの

「よく判らない不思議な味」でした♪

o(^-^)o

狼さん、いつも

「安くて美味しいもの」の

在りかを教えてくれて、

ありがとう♪

(^o^)／

http://www.le-trois.jp/floor/8f/kaikou/
麺屋・開高

（…某・冒険屋さん？の名前かな…？？）

（十勝の豚肉は旨いッ！）

 
    

http://www.le-trois.jp/floor/8f/kaikou/


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月20日22:36
無事帰投。(^_^)v
そんなわけで明日はお休みなので、漫画読んで寝ます〜☆
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年９月）

（下旬）
 
 



（９月22日）　なにしろ霊界ボランティア初体験レベルの人たちが大勢混ざっている
ので、あちこちで不手際や衝突が発生していて、なかなか大変です…

http://85358.diarynote.jp/201509220901317512/

カオスはアナタの頭の中身です。

2015年9月22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=EuxnJ7TQfWg
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会
「交響曲第１番「指輪物語」　Ⅴ.Hobbits」 

おはようございます。

８：２１になっちゃいました。

（ちゃんと７時に起きて、家事やってました！）

バイトは中番。３連勤の初日。

札幌は「雲ひとつない」晴天。

無風乾燥。気温はぐんぐん上昇中。

線量０.０４０μ。

数日前から？断続的に新しい「夢」を視ていて、今まで霊界の手伝いなんてやったことのなかっ

た初心者レベルの人たちまで、ある程度「使えそう」な人材霊材は総動員で、何かのプロジェ

クト？というか「作業」が開始されていて…

私らの担当部分は、「大勢を受け入れて、護送する」の準備で…

http://85358.diarynote.jp/201509220901317512/
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なにしろ霊界ボランティア初体験レベルの人たちが大勢混ざっているので、あちこちで不手際や

衝突が発生していて、なかなか大変です…

…ま、「死ぬ」のって、「あっち側を渡って、また還ってくる」だけだから…

ちゃんと、みんなの、「受け入れ準備態勢」は…
（難航しつつも…）整えられつつあるからね…！

（おとなしく、観念して、死んでね…ｗ）
　

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%BF%8E%E3%81%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

あさくら彩華堂（フルーツ王子） @arthurclaris · 4 時間4 時間前 
カオスはアナタの頭の中身です。

RT @LiberalArtsBA: フクイチは臨界とチェレンコフ光と放射性水蒸気という史上最大
最凶のカオスな世界。放射能汚染は日本全土を超えて太平洋や東アジア圏などへ拡

散中。

cmk2wlさんがリツイート 
しばざきとしえ @toshie_s · 9月2日 
自国で起きた原発事故、収束の見込みもなく汚染だだ漏れ、日常生活に放射性物質が

普通にある恐怖、これを認識するのは単なる現実主義者。有りもしない妄想を膨らま

せているのは汚染などないと決めつけ、あるとわかると閾値を決めたがり、仕舞いに

は死んでいく人を無視し平気で日々を過ごす９割の方。

https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8
近畿大学吹奏楽部　第53回定期演奏会
「UFOコンチェルト　Ⅱ.Giocoso-Vivo」 

ムーン @bosoboso34 · 10時間10時間前 
@k2cyan 五十年後も福一で作業するひとがいるとは考えにくい。いいとこあと３年で
はないですか？被曝が原因で死人が増えれば福一には誰も仕事に行かなくなるお金貰

って死にたい人だけが行く。そんな人は僅かだし技術もないしろくに働かない、所詮

廃炉は無理でしょう。 
放置炉だ

国民救済【本物】は誰だ！ @SeOmz8 · 17時間17時間前 
国民救済【本物】は誰だ！さんがリツイートしました 命最優先・大山弘一
『疫学』とは食中毒などの原因を特定し業務停止命令などを行政がする場合の根拠と

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%BF%8E%E3%81%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
https://www.youtube.com/watch?v=2QkSCefLqn8


する科学である。

当然、福一事故の、放射線影響には既に答えは出ている。

が、官僚が認めないだけ。

https://www.youtube.com/watch?v=j4kZesK4uu4
近畿大学吹奏楽部　第59回全日本吹奏楽コンクール「天国の島」 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
もう食べないけどさ、頑張って身を守ってほしい。

https://twitter.com/cmk2wl/status/646088463754768384/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
ハロウィーンでも皮肉られる日本。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646087825364938752/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2 時間2 時間前 
チリの群発地震。http://twitter.com/search?
q=from:NewEarthquake+Chile&src=realtime=default&f=tweets …
余震にしても震源の #深さ10km 前後が多い。
付近に原子炉も。http://twitter.com/ST0NES/status/644507569751396352 …
コイツらは知っている。→@gensiryokukisei 
https://twitter.com/ST0NES/status/646074223803285504/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
気象庁、やっと先ほど熱帯低気圧a として発表。
「熱帯低気圧 平成27年09月22日03時45分 発表」
NOAAに完全に遅れをとっている。日本近海の話だよ？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646053116811460608/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
#震源はF1 の記録2015
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=1#cal
…
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=2#cal
…
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=3#cal
…

https://www.youtube.com/watch?v=j4kZesK4uu4
https://twitter.com/cmk2wl/status/646088463754768384/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/646087825364938752/photo/1
http://twitter.com/search?q=from:NewEarthquake+Chile&src=realtime=default&f=tweets
http://twitter.com/ST0NES/status/644507569751396352
https://twitter.com/ST0NES/status/646074223803285504/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/646053116811460608/photo/1
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=1#cal
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=2#cal
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C+YuretaKamo&ao=a&order=allasc&page=3#cal


8月は比較的すくなかったから他の月より線量も低めだったか‥

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6時間6時間前 
#放射能の風。2015年9月22日AM2時。西日本の放射線量が高い。風向き見ると一目瞭
然でF1からの汚染が太平洋沿岸へ伸びてる。21日の昼間から長時間？北海道は先日か
らずっと高い。泊原発か、風向きで韓国の原発の汚染も疑ったほうがいい。 

特務機関NERV @UN_NERV · 6 時間6 時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月22日 03:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月22日 03:00
現象：連続噴火継続

bit.ly /WotNukes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時間8時間前 
★4-Sea Weather News★福島第一原発からの風、遅くとも火曜昼過ぎに大阪に到達予
定で、少なくとも水曜深夜まで続く見込み

http://matome.naver.jp/odai/2141505417958458801 …
はやシルバーウィーク終了の気分・・・ 
https://twitter.com/4_Sea_/status/645982864132038656/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 13時間13時間前 
何だろう？現在は計測中〜

http://ma-04x.net/all.html 
"@TOHRU_HIRANO
昨日19日夜に（20〜24μSv/h）という異常な線量を検出した福島県のMPは、現在も機
器確認中のまま。欠測の状態。" 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/645599272667222020/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 15時間15時間前 
"oswayn6412: 手足口病で、手の皮が剥がれてきた*(^o^)/*
指紋認証してくれないよ*(^o^)/*"
#免疫線
罹患に対して丸裸

ウイルスや菌の巣窟になる

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 
アベノミクスだの東京オリンピックだの騒いでも、首都圏の新築マンションは全く売

れていません。ちなみに関西は好調。賢い人は西日本に逃げてますね。→「首都圏マ

http://matome.naver.jp/odai/2141505417958458801
https://twitter.com/4_Sea_/status/645982864132038656/photo/1
http://ma-04x.net/all.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/645599272667222020/photo/1


ンション発売戸数、15年上期7％減　09年以来の低水準
」http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL14H7P_U5A710C1000000/ … …

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 
東京スカイツリーに近い。＞東京都台東区で68,600Bq/kg 4,459,000Bq/m2の放射能
汚染。

上野駅から浅草駅のエリア。(portirland)
http://portirland.blogspot.jp/2012/02/68600bqkg-4459000bqm2.html …

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 
kikko_no_blog
チェルノブイリでは原発の周辺よりも１００〜３００キロの範囲が

最もガンや白血病を発症した人が多かった。

それは事故直後に周辺の住民は避難させたのに、

１００キロ以上の範囲の人たちは普通に生活してたからだ。

今の東京が、まさにこの状態。

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] Mクラスのフレアが2回発生しています。高速太陽風が到来しています。フィン
ランドのオーロラをどうぞ。 http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ロカ @RossoJuiz · 9月20日 
@ST0NES @TEPCO_Nuclear @Plutokun_Bot 川内原発も内緒事項あり、すっかり福
島第一の今をフレコンの汚染だけに注目させてる。政府マスコミのいつもの手口。 能
天気に構えてるとあの時みたいになると思う。震源10㎞と福島・茨城の場合50~60㎞の
意味は不快

AKIRA 2024さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月14日 
とろいぜ。今はタンクの下にガスが溜っ

てhttp://twitter.com/ST0NES/status/627383317793390592 …
#福島第一原発で爆発の危険性？だよ。@Plutokun_Bot
これって穿った見方すれば「無限に注水できる貯蔵タンクにする魔法のあまどい」だ

よね！ 
https://twitter.com/ST0NES/status/643564835112792064/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
ダフニゼヨ 緑のスノーデン @daphnezeyomidor · 2013年9月10日 
やめとけ2020東京五輪、

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL14H7P_U5A710C1000000/
http://portirland.blogspot.jp/2012/02/68600bqkg-4459000bqm2.html
http://swnews.jp/
http://twitter.com/ST0NES/status/627383317793390592
https://twitter.com/ST0NES/status/643564835112792064/photo/1


もう世界中で出回っています。メディアが報道しないだけ。 
https://twitter.com/daphnezeyomidor/status/377408395629703168/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
岸辺のアルバム @umitosuzu · 9月4日 
３号機の燃料プールなんかあるわけない、というツイートがいくつもあるけど、その

とおりだと思う。爆発後の３号機の建屋は、当時こんな姿だった。もう一度、目に焼

き付けておこう。 
https://twitter.com/umitosuzu/status/639811762846498817/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
丸山健二 @maruyamakenji · 8月11日 
除染などという言葉のあやにあっさり騙させてしまう国民は、いったいどこに目をつ

けているのかと疑いたくなるほどの愚かさで、増えつづけるばかりの汚染水にしても

処理など不可能であり、結局は海へ垂れ流すしか手はなく、東電も国もその腹積もり

に違いなく、あとはどうとぼけ切るかの思案だけなのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228
近畿大学吹奏楽部第36回POPSコンサート　コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプ
ソディー 

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 
レスナウクリップ @resnowclip · 44 分44 分前 
茨城新聞◆ボランティア、最多3600人に　募集人数の倍以上
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14428454009695&sai=1 …
5連休の中日となった21日、常総市には県内外から水害後で最も多い約3600人のボラ
ンティアが活動に入り、泥の除去作業や被災者の手伝いなどに汗を流した。… #レスナ
ウクリップ

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 
レスナウクリップ @resnowclip · 9月20日 
NHK首都圏◆被災地支援でＳＮＳ活用広がる
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150920/5088931.html …
「関東・東北豪雨」で大きな被害を受けた茨城県常総市では、若い世代を中心にイ

ンターネットで多くの人と情報のやりとりができるＬＩＮＥやフェイスブックといっ

たＳＮＳを活用し、… #レスナウクリップ

…「善意のボランティア」を巻き添えで総員被曝死させてまで、

https://twitter.com/daphnezeyomidor/status/377408395629703168/photo/1
https://twitter.com/umitosuzu/status/639811762846498817/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=FWFkadru228
http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14428454009695&sai=1
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150920/5088931.html


汚染地に「まだ人が住める」という

大ウソ（大和民族絶滅作戦）を

続行したいのか…。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
各地の汚染の数値はずっと前に絶対値の Bqで出揃っている。
居住できるがギリギリの線を探るならまだしも、高濃度汚染地域に出向いて線量計を

あてても意味がない。そんなことをすれば本人も車も周囲も微粒子で著しく汚染さ

れる。

線量計マニアになってはいけない。

cmk2wlさんがリツイート 
自(１)たん @whatyoumustcall · 9月12日 
たぶんアレだな… 政治がどうの経済がどうのって みんな生きてく為に現実逃避してる
んだろうな… もう手遅れな問題は敢えてスルーだもんな…

cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 9月6日 
柏・流山〜松戸はベッドタウンで一戸建てを購入した家族が多い。ローン半ばでそれ

を手放す事は一大決心が必要だ。残された方々は共感できる同じ境遇の人々と「ホラ

健康で何でも無い」と言い合い被曝を負い続ける。仲間内で被曝は禁句となっている

。これは汚染地特有の典型的な社会心理です。

https://www.youtube.com/watch?v=ao9UJz0V3ic
近畿大学吹奏楽部　第59回全日本吹奏楽コンクール「地の精のバラード」 

cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 9月18日 
歯科治療の再発が続々と増えだした。免疫力低下の反映です。今三番町から来院され

た方も根尖病巣ができていた。とにかく過去の治療が全てやり直し対象になる患者ば

かりだ。現実的に可能な方法論と順番で無難に安全な治療をするのみです。#歯科治療
の再発

https://www.youtube.com/watch?v=rxdCB7Xhyr0
近畿大学吹奏楽部　第51回定期演奏会「組曲「惑星」より木星」
 
    

https://www.youtube.com/watch?v=ao9UJz0V3ic
https://www.youtube.com/watch?v=rxdCB7Xhyr0


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日16:11
　

【こいつは平成のＡ級戦犯】

書いて張ったやつ、

座布団１００万枚☆(≧ω≦)b

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日23:14
AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 60分60分前 
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。

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月21日 
もう、放射能汚染情報はいらない。

収束していようが、収束していまいが関係ありません。

なぜ？

自分の体に聞けば分かるからです。

いよいよ、放射能被曝症の現実が全ての人に降りかかり始めました。

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


（９月22日）　ちなみに今、すぐそばにミカサの宮（みにさいずエルさん）が居たｗ

http://85358.diarynote.jp/201509221614053579/

（作業宙弾）自由の理由。（宇宙史逆走）

2015年9月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
　

《リ・ズ体制》転換期。

後に《オルガニカ》の名前で呼ばれるエイリス・…

（参照だyou!）
http://85358.diarynote.jp/201503132130157261/
http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/

（…あれ？(^_^;)？
もしかして、長いこと、

内容不明のままでタイトルだけあった、

『惑星《紅蓮》の物語』が、

…この回のエピソード…？）

（とりあえず『進撃の巨人／自由の翼』long ver.聴いて待っててｗ）
https://www.youtube.com/watch?v=fvsk0G7Pba4
【作業用】進撃の巨人 『自由の翼』 30分 
Shingeki no Kyojin 『jiyuu no tsubasa』 30min

脱線おまけｗ

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT300UP】 日本にはもういない・・・オオカミの群れ社会「ウルフパック」に関す
る興味深い事実 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201068.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/646236255735316480/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201509221614053579/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201509221614053579/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150922/85358_201509221614053579_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201503132130157261/
http://76519.diarynote.jp/200605262355110000/
https://www.youtube.com/watch?v=fvsk0G7Pba4
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201068.html
https://twitter.com/karapaia/status/646236255735316480/photo/1


https://www.youtube.com/watch?v=YZ87d_Wqm9Y
David Garrett - Dangerous

…う〜ん、ごめん。寝ますぅ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
Fix You / Clocks - Coldplay (violin/cello/bass mashup) - Simply Three 

（古資料探してるうちに時間切れ…☆）
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日16:25
ちなみに今、すぐそばにミカサの宮（みにさいずエルさん）が居たｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日16:42
この時代のエピソード３つ。

惑星 緑。
惑星 白。
惑星 紅蓮。
…どの話が、どの星？(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日16:48
カオスなのは私の

アタマのナカミですとも！ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月22日20:51
次項めも。

https://www.youtube.com/watch?v=YZ87d_Wqm9Y
https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU
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/


《エリ・ス・ウェサ》。

本名エリン・ゼレン（是連）・スヴェサノール。

…ちょっと待て！(‾○‾;)！
これもエルさんか…ッ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日0:04
味方と敵と、行ったり来たりしてないか大魔王様…？

★（＾へ＾＃）☆

『歌う猿の星』は…《リ・イス・スタル・アァル・ラァナ》の物語…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日0:07
惑星《緑》が、後の《漆黒の星海女王》の出身地なのは確かで…、

「独立闘争時の戦災の焼け跡から踏みとどまって、緑化復古に成功した星」。

つまりイコール、惑星《白き沙》の改名後だった。ってこと…？？
 

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


（９月22日）　ジタバタするより残りの人生どう過ごすかを考えましょう。

http://85358.diarynote.jp/201509222245092789/

東電がチェルノブイリの10倍の放射能汚染を認めた／都内では命
の保証はない／「安保法案､反対したり指示に従わない人を警察

に連行できるって条文、日本人知ってますか？」。

2015年9月22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=N33rO1S-CDs
近畿大学吹奏楽部　第51回定期演奏会
「Visions of Light より1.Monolith-the Face of Half Dome」

おばんです。２１：５４。

（＾＾）

ようやく筋トレ魔神さまにも慣れてきて、閉店前半額スーパー２軒ハシゴして激安食材を仕入れ

つつ、力漕４５分で、バイト８時上がり〜９時半までに帰宅。が可能になりました…☆

！（＾ｏ＾）！

洗濯と洗髪は明日の朝にまわして、久しぶりに寝る前に２時間パソコンするわ〜☆

http://85358.diarynote.jp/201509222245092789/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509222245092789/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150922/85358_201509222245092789_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150922/85358_201509222245092789_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150922/85358_201509222245092789_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=N33rO1S-CDs


AKIRA @AKIRA23150220 · 3 分3 分前 
東電がチェルノブイリの10倍の放射能汚染を認めた。
10月末から急病人の数が一気に増えて救急車は間に合わなくなるだろう。
放射能被曝を極力避けて来た人と全く意識しないで来た人との差がはっきりと現わ

れる。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/646322310396272640/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=DNxtgyuJbXw
近畿大学吹奏楽部　第51回定期演奏会「ゴールデンフェスティバル序曲」 

AKIRA @AKIRA23150220 · 36分36分前 
放射性水蒸気が止まったのは、デブリが地下水脈を通り過ぎ地殻に潜り込み始めたか

らだろう。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/646315013917904896/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 54分54分前 
汚染した食べ物を食べないようにしよう！と注意している人は大勢いる。しかし人間

は体内に取り込む科学物質を呼吸から一番取り込んでいる（呼吸83％、食品7％、飲
料8％）さらに呼吸による内部被爆が一番危険（体外に出ない）。食べ物は減らすこと
はできるが、呼吸は減らすことはできない。

Lightworker @Lightworker19 · 2 時間2 時間前 
ロシア政府「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/1v3yujx

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
小名浜、銚子、石巻の湿度が急激に低下。

同時に濃霧注意報 、海上濃霧警報が解除されている…。
久しぶりに霧が晴れているはず。

古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 5時間5時間前 
古井丸 友宏さんがリツイートしました amaちゃんだ
最近、半減期の短い核種の検出、新しい被ばく者が増えている。臨界事故がどこかで

起きているのでしょうね。フクイチではない場所である、と専門家は言う。 

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/646322310396272640/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=DNxtgyuJbXw
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/646315013917904896/photo/1
http://bit.ly/1v3yujx


sa360 @sa3605 · 5時間5時間前 
２０１５年９月２２日福一汚染風情報です。ちょうど福一の風が回転して全国に汚染

を撒き散らすようにされています。どの方向も危険です。東北以南はできましたら外

出されないでください。特に関東には競合風があります。低域の人間に当たる風

です。#汚 
https://twitter.com/sa3605/status/646245241993846784/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
オリ @ori2051 · 6時間6時間前 
【首都圏水がめ驚異のセシウム汚染、事故前の1万4200倍】
日本の水のセシウム濃度は事故前は0.045ベクレル。今は1000ベクレル以上。基準値は
事故後に引き上げられたから、事故前の基準に比べれば１万4200倍だ

AKIRAさんがリツイート 
Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 7時間7時間前 
チェルノブリの放射能被害について勉強してみて下さい。それに、３１１以前は100Bq
でドラム缶に厳重管理していたものが、今はスーパーの店頭で売られているのですよ

。おかしいと思いませんか？寒

RT @modiagram ×放射能は危険 ○放射脳は危険 ここ重要！！ #反原発 #放射脳

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
9月12日 東京湾を震源とするM5.3：震度5弱の地震の震源は、この先すぐの場所。 羽田
空港の数百メートル先。すごい良い天気

東京湾でM7クラスの地震の場合、湾内で津波も発生するので、念のためシュミレーシ
ョンはしているみたい。

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風は600km/秒の高速風になっています。ムルマンスクのオーロラをど
うぞ。 http://swnews.jp #swnews

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10時間10時間前 
フクイチJNN 9/22 13:01 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/646172919098310656/photo/1

AKIRA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 · 11時間11時間前 

https://twitter.com/sa3605/status/646245241993846784/photo/1
http://swnews.jp/
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/646172919098310656/photo/1


【福島原発の放射性物質飛散予報】９月２２日〜２４日１０時予測＜Ｂｙ＿Ｍｅｔｅ

ｏＧｒｏｕｐ＞福島原発由来の放射性物質含む風は高汚染地域及び関東周辺に継続拡

散し東海沿岸を西日本に流れ風二次飛散や当該地域は降雨や窓開放,洗濯物外乾燥に
注意！ 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
09月22日09時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火：継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が現在も継続。1週間
以上、噴火しっぱなし

：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150922090035_503.html
…）画像（朝焼けに染まるボーダー柄の神秘的な雲）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/646132165437079554/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
しかしなんなんだ？先日、#官製テロ の水害に見舞われた鬼怒川のあたりが
まるく無風状態に近く、風が逆向きに吹いてる。

https://twitter.com/ST0NES/status/646143608546942976/photo/1
ことし1月14日にF1周辺でも似たような現象があった。地殻変動か？
http://twitter.com/ST0NES/status/555219831008399360 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
2015年9月22日AM10時の #放射能の風。やはり長時間、F1から西日本へ流れている。
この民間データは約15分で更新。μR/h×0.01=μ㏜/h
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan …
福岡は小野先生の観測だとおもう。 
https://twitter.com/ST0NES/status/646143608546942976/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
Maria J @minipin_j · 15時間15時間前 
次に大きい地震が来たら崩れ落ちそう。

【福島第１原発の現状】（２０１５年９月２１日）排気筒の破断を点検　根元の高線

量場所も : 47トピックス - スマホ版 - 47NEWS（よんななニュース）
http://www.47news.jp/smp/47topics/e/269264.php …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月21日 
名無し：09/19 20:49

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150922090035_503.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/646132165437079554/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/646143608546942976/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/555219831008399360
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan
https://twitter.com/ST0NES/status/646143608546942976/photo/1
http://www.47news.jp/smp/47topics/e/269264.php


御用学者が「群馬ルート」と呼んでいる汚染ルート

あれって本当は浮島発なんだ知ってるよ

浮島でスパイクすると

いつも八王子→群馬の順に伝播するの

ホントだよ

https://www.youtube.com/watch?v=Sl9oofeYb8k
近畿大学吹奏楽部　第49回定期演奏会「ガイーヌよりレズギンカ」 

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 9月21日 
カナリア体質ではないのですが、正直都内の空気はもう限界かもしれない。高性能の

空気清浄機と除湿器を使った室内でさえ、外気からの高線量が体の中枢にすっと入り

こむ気配が強くなっています。明日から試しますが、もう市販の清浄機では都内では

命の保証はないと感じます

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月21日 
政府関係者があまりの凄まじい線量と被曝を隠蔽する目的で意図的に計測しなかった

ことは明白、これから真の地獄が認識されるようになる。知的障害は出生直後には分

からない。数年してはじめて分かるもの http://bit.ly/1vxq47D 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月21日 
名無し：09/20 23:59
南風椎氏（編集者、翻訳家）は9月9日 癌のため鎌倉市内の自宅で死亡。66歳　
横浜の小さな森の中で自然とともに暮らす

この森に住みはじめて10年になる…ところが3.11以降、森はすっかり顔が変わって
しまった。ぼくが知っている森ではなくなったのだ

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月21日 
関東でも水道水は飲めませんよ！もちろん料理の水も、関東で製造されてる、ジュ

ース、酒なども当然です⇒手賀沼流入河川·亀成川・亀成橋・千葉·印西市/5300Bq/kg
⇒首都圏｢水がめ｣驚愕のセシウム汚染レベル　実に基準値の1420倍 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl9oofeYb8k
http://bit.ly/1vxq47D


AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 9月21日 
東電ついに「セシウム蓄積土地の汚染がチエルノブイリを超えた」 と発表。 ずっと、
放出量は１０分の一と言ってたのに、 「超えた」と言ったとたん、なんと１０倍！ こ
んなのあり？ http://amba.to/1hdkhwY 

AKIRAさんがリツイート 
そらの　ますみ @soranoMasumi · 9月20日 
これが現実の「フクシマ」。二度の甲状腺手術と転移。大学も退学した二十歳女子。

弟2人にも嚢胞が。当時、市内の線量は毎時10マイクロシーベルト。県から情報無く
被曝。県立医大は 発病と原発事故との因果関係を認めず。この国の非情に怒りが
募る。 
https://twitter.com/soranoMasumi/status/645556735432744960/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=bbnuOIUPcdY
近畿大学吹奏楽部　第52回定期演奏会「ダッタン人の踊りより全員の踊り」

AKIRA @AKIRA23150220 · 9月21日 
https://twitter.com/p_project1984r/status/645851892543676416 …
今更手遅れだと思います。

ジタバタするより残りの人生どう過ごすかを考えましょう。

優しく、暖かな気持ちで日々過ごせるようにと心から思います。 
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/645853574488952832/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=0llOtGZPDwo
近畿大学吹奏楽部　第50回定期演奏会「ローマの松 2.カタコンベの傍らの松」

amaちゃんださんがリツイート 
47NEWS 47@news · 5 時間5 時間前 
軍事応用可能研究に１６大学応募　東工大や岡山大　防衛省が費用 http://bit.ly/1LsX9IL

amaちゃんださんがリツイート 
杉山 @t_sugiyama64 · 11時間11時間前 

http://amba.to/1hdkhwY
https://twitter.com/soranoMasumi/status/645556735432744960/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=bbnuOIUPcdY
https://twitter.com/p_project1984r/status/645851892543676416
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/645853574488952832/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=0llOtGZPDwo
http://bit.ly/1LsX9IL


@tokaiamada 日本共産党にメールで質問を送りました。「除染して福島帰還」政策を
掲げているのはなぜかと。

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
内閣支持率がゼロになっても、選挙で自公の候補者の得票がゼロであってもコンピュ

ーターで票集計を不正操作するムサシさえいれば、自公は圧勝できます

選挙の投票数の集計にコンピューターを使わないようにしないかぎり、アベ政権も戦

争法案も葬り去ることはできません

ごまめのはぎしり＠東京

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
今の流れを見ていると　日本共産党は完全にエートス＝汚染地の子ども達を逃がさな

い運動

の中核であり、反原連幹部も同じ発言をしている

津田大介、江川紹子らフリージャーナリストも同じ

次はシールズも同じようにエートスに賛成するのではないだろうか？

いずれ踏み絵を踏まねばならない

amaちゃんださんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 14時間14時間前 
RT @09201209: 少し前にアメリカ人と話したが「安保法案の英語の全文を読んだけど
､反対したり指示に従わない人を警察に連行できるって条文があったけど、日本人知っ

てますか？」と心配していた。

http://www.kadokawa.co.jp/product/200611000282/
プロメテウスの乙女

著者：赤川次郎 

https://www.youtube.com/watch?v=2ltQGDOCP9I
David Garrett Winter The Four Seasons 

AKIRAさんがリツイート 
カタナイレブン @katana_eleven · 9月17日 
家の横には、こんなのどかな、贅沢な風景がひろがる。

http://www.kadokawa.co.jp/product/200611000282/
https://www.youtube.com/watch?v=2ltQGDOCP9I


家賃、2万だよ。

家族3人、健康で、無事で、笑って。

簡単だよ。

目を吊り上げて怒ってばかりいないで、そこから降りりゃいいのさ。

知ってんだろ？ 本当は。

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9月22日23:44
　

今日の夕方からずっと、

左カカトの外部被曝ヤケド跡地が、

断続的に激鈍痛に襲われています…

いよいよ骨が腐り始めたのかな…？？

まったく、いつまで健康に生きていられるかなんて、一寸の保証すら無い。

後悔のないように、生きよう。

 

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


（９月23日）　「西の空から日の出」。「早めに高台に移動済の人たちだけは、けっ
こう余裕」。

http://85358.diarynote.jp/201509230935005366/

昏睡により死亡する／米軍が中国軍と共同演習

／スーダンで自衛隊が警護するのが中国軍。

2015年9月23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=sTkQUL_MMLU
Fix You / Clocks - Coldplay (violin/cello/bass mashup) - Simply Three 

遅めようございます。０８：５２です。

バイトが遅番なので、１時間遅れで運行しております。

札幌は現在２１℃。晴天無風。

湿度は低めですが、

線量０.０４１μで、「やや高め」。

全国的に線量がじわじわ〜と右肩上がりなんですが。

…（〜〜；）…

http://85358.diarynote.jp/201509230935005366/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509230935005366/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150923/85358_201509230935005366_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150923/85358_201509230935005366_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150923/85358_201509230935005366_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sTkQUL_MMLU


夢視はけっこうすごくて、

「全国的に祝日のデゼニーランドのよう」な混雑狂乱状態。

ショッキング・グリーンの大爆煙が南西の空にモクモク。

「西の空から日の出」。

「早めに高台に移動済の人たちだけは、けっこう余裕」。

です…。（－－；）…。

（地震図。【九州沖】の点線が、綺麗ですね…★）

https://www.youtube.com/watch?v=jakcT5EdP2o
交響組曲 宇宙戦艦ヤマト（A面）

特務機関NERV @UN_NERV · 1 分1 分前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月23日 09:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月23日 09:00
現象：連続噴火継続

cmk2wl @cmk2wl · 28分28分前 
23日 過去に東電福島原発から放出された分は、確実に西日本に到達しています。
新規で放出された分は東日本に。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646469156699705344/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
JOHN @_JOHN_SAN · 38分38分前 
@cmk2wl ドウモイ酸が脳のグルタミン酸受容体を壊死させるって、致死量に至らなく
ても隠れ脳梗塞とかプチ脳梗塞の原因物質ってことになるんじゃないかな。

cmk2wl @cmk2wl · 53分53分前 
やっと気象庁は台風と…。
台風第21号 (ドゥージェン) 平成27年09月23日06時50分 発表
拡散予報はできず、PM2.5予報は他組織に丸投げ。台風すらもまるでダメ。 

https://www.youtube.com/watch?v=jakcT5EdP2o
https://twitter.com/cmk2wl/status/646469156699705344/photo/1


https://twitter.com/cmk2wl/status/646463028674727936/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 57分57分前 
アメリカ政府が福島原発事故で発生したセシウム量を計算してみたところ、チェルノ

ブイリ原発事故の1.8倍に匹敵する18.1京ベクレル
太平洋全体が福島原発事故で発生した放射能に汚染された

人類が今まで爆発させた原爆や水爆を全て足した数よりも桁違いに多く、地球上の全

生物に悪影響を与える

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
2015年9月21日
ベトナムでは多数のナマコが海岸に打ち上げられている。

値段がつくので拾っている地元民も…。
当局は毒性藻類が含まれる可能性と、組織が変化しているので死んだナマコを食べて

はいけないと警告している。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 2時間2時間前 
台風21号 いまココ 
https://twitter.com/pecko178/status/646454471757664256/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
記憶喪失性貝毒（長く生きてきたけど、聞いたことない）

ドウモイ酸によるもの。「中毒症状は食後数時間以内に吐気、嘔吐、腹痛、頭痛、下

痢が起こり、重症の患者では記憶喪失、混乱、平衡感覚の喪失、 けいれんがみられ、
昏睡により死亡する場合もある。」厚生労働省

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「ドウモイ酸が脳に侵入した場合、海馬、視床、扁桃体細胞を壊死させる」「調理加

熱では毒素は分解しない。」厚生労働省。

そして構造式。

放射性物質と関係が深い含窒素五員環です。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
生物が大量に死滅すれば、分解の過程でその周囲の酸素を奪ってデッドゾーンがで

きる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/646463028674727936/photo/1
https://twitter.com/pecko178/status/646454471757664256/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
過去半世紀に爆発的に成長した溶存酸素が非常に低い海洋デッドゾーン。

赤い円は「デッドゾーンの位置とサイズ」。黒点は「未知のサイズのデッドゾーン」

。

メキシコ湾の「デッドゾーン」で、魚の生殖器異常が多発していることが明らかにな

った。 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
2015年　サラ・モフィット研究員はデッドゾーンがアメリカ西海岸の全域に広がって
いることを発表。

西海岸の地形に沿って広がる酸素欠乏エリア(黄)。
そして酸素欠乏が危機的状況にあるエリア(赤)。 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
さらに「デッドゾーン」は太平洋沿岸の広い地域にも広がっていることが確認されて

いる。

海図をよく見てほしい。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/646437933554233344/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
再掲

《重要》福島原発事故、公式にチェルノブイリ超え認定！米政府当局が発表！福島18.1
京ベクレル、チェルノブイリ10.5京…
http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/307.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
ホワイトフードが海魚の放射能汚染地図を作成！福島だけではなく、東日本の広範囲

で魚から放射能を検出！魚には要注意！

http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/451.html …
北海道南岸から和歌山までの魚に必ず数ベクレルのセシウムが出ます

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
この世のものとは思えないフクシマ廃棄物貯蔵施設（院長の独り言）

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/839.html …

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
2014年8月に、トルコの海岸で双頭のイルカの死骸が発見されていた。

https://twitter.com/cmk2wl/status/646437933554233344/photo/1
http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/307.html
http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/451.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/839.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/646383211791028224/photo/1


https://twitter.com/cmk2wl/status/646383211791028224/photo/1

優しい気持ちが一番 @leh_manali · 7 時間7 時間前 
「茨城・栃木など福島県の隣接県で汚染度合いが高いのは、普通に考えれば福一事故

の影響だが、実は、両県共に福一や東大の核研究施設を中核とした関東核開発ネッ

トワークの一角であり、同地域が311以前から強度に放射能汚染されていた疑いが。
」http://blog.goo.ne.jp/adoi/e/2bb0270a65f3199950e3c5956025ef0b …

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
そうですね。急いで下さい。

https://twitter.com/n_rinko08/status/646363053013860353 …

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
AKIRAさんがリツイートしました スガちゃんマン
被曝症による心筋梗塞だと思います。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
宇宙人ぶー　 @Bu_uuu · 13時間13時間前 
これは広島に投下された原爆の８０発分に値する

　http://jp.sputniknews.com/europe/20150922/938372.html#ixzz3mSzsX6iU …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
月夜野たまみ#ICC4Israel! @tamaru503 · 13時間13時間前 
311の前日、東北上空は 異様なほど熱せられていた。 

AKIRAさんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9月21日 
もう5年も食べてない！怒れ国民！
東京電力！次世代の味覚、日本の魚の食文化を返してください！via @oldblue2012
秋の味覚、サンマを食べるかどうかを考える。海の放射能汚染シミュレーションを直

視する。http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/99f9d328ef7dda22c196ee043404caed …
@hanakonene

AKIRAさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 9月21日 
放射能汚染水がダダ漏れしている太平洋で育ったさんまを、どこの木でできてるかわ

からん炭で焼いて、発泡スチロールの使い捨て皿にのせて、身をむしって幼い子ども

http://blog.goo.ne.jp/adoi/e/2bb0270a65f3199950e3c5956025ef0b
https://twitter.com/n_rinko08/status/646363053013860353
http://jp.sputniknews.com/europe/20150922/938372.html#ixzz3mSzsX6iU
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/99f9d328ef7dda22c196ee043404caed


に割り箸で食べさせるという行為について、なんの疑問も持たない市民がほとんどだ

から、こんな国になってしまったんだ。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 7月17日 
福島原発事故による放射能汚染は北は北海道南部、西は静岡辺り、東はハワイ辺りま

で広がっています。福島原発事故の放射能汚染は福島だけだと本気で思っている方が

いますが、このように関東の放射能汚染も決して少なくはなく、「安全」とは言えな

い状況　http://bit.ly/ZD13nF

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 7月16日 
太平洋の放射能汚染がさらに拡大。アラスカの一部やハワイにも汚染が広がってい

ます。http://amba.to/ZY0ru9 
https://twitter.com/Lulu__19/status/316883391620456448/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=uxIhRrhkdTs
交響組曲 宇宙戦艦ヤマト（B面）

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 47分47分前 
@tokaiamada 【（死の商人として）がんばれ日本】　武器輸出企業に貿易保険（税金
で損失補填ありうる） http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015092390071114.html …
https://twitter.com/tenpei2003/status/646458214393901061 … 運命のボタン
https://youtu.be/Z46nUX0rch4

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
なぜ、子供を採点するの？

http://takedanet.com/archives/1040430169.html …
人に序列を強要、洗脳し、社会のオチコボレを生み出す目的だよ

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
トルコの沿岸警備隊は、今年の初めから被災船から 53,000以上の難民を救出していた
。

Aylan Kurdiの死は、シリアの絶望的な窮状を世界に訴えている。

http://bit.ly/ZD13nF
http://amba.to/ZY0ru9
https://twitter.com/Lulu__19/status/316883391620456448/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=uxIhRrhkdTs
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015092390071114.html
https://twitter.com/tenpei2003/status/646458214393901061
https://youtu.be/Z46nUX0rch4
http://takedanet.com/archives/1040430169.html


cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
cmk2wlさんがリツイートしました ALBAIH
国境をなくさないと、悲劇が繰り返されるんだろうね。

AKIRA @AKIRA23150220 · 7 時間7 時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 名もなき投資家��
金の亡者どもの末路は被曝症が発症し阿鼻叫喚の中で死に逝くのだろう。

哀れだ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 葉茶
311東北大震災後、被災地に入り復興ボランティアを行って逝った
今井雅之氏を忘れないで欲しい。

AKIRAさんがリツイート 
葉茶 @mechako · 8時間8時間前 
食べて応援してた川島なお美さんだけじゃない。被災地を歌って勇気付けていたオペ

ラ歌手の中島啓子さんは呼吸不全、被災地に花を植える活動をしていた園芸家の柳生

真吾さんは咽頭癌。善意の人たちが犠牲になっていく。安全プロパガンダした政府の

罪は重い。

AKIRAさんがリツイート 
よっちゃん @xmenzerda · 10時間10時間前 
よっちゃんさんがリツイートしました 桑ちゃん
除染しても除染しても、いくら除染しても線量が元に戻る！

その度にまた除染！　その度にゼネコンが儲かる！　って事は自民党も儲かる！

そりゃ〜、移住なんかさせないでしょ！

移住させたら除染で儲からないもん！ 

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
4年半の放射能被曝で極端に免疫力が低下している為、年末までに体力のない多くの子
供達が新型インフルエンザウィルスに命を奪われる事になる。

大人の責任だ。 

T. HIRANOさんがリツイート 
kaz hagiwara（萩原 一彦） @reservologic · 19 時間19 時間前 



米軍が中国軍と共同演習をしても、日本の最大の貿易相手国が中国だと知っていても

、原油輸送に南沙諸島を通る以外のルートがあっても、東シナ海ガス田が日本に利用

価値がないとわかっても、それでも中国脅威論は止まなかった。今度はスーダンで自

衛隊が警護するのが中国軍だとわかった。どうするの？

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 19時間19時間前 
東京などの汚染地域で、まだ過ごしてる人たちは

自分の子供がもう、既に子供が作れない体になってる事

何時伝えるんだろうか？？

親がボケてれば、そんなことも、考えて無いんだろうが。

AKIRAさんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 20時間20時間前 
@malityo 関東の友人たちに、何年も食べ物や水や空気の話しをして、つい最近、被曝
防御を始めてくれたのは一人だけ。こんなに、駅や路上で寝ている人たちが多くても

、日常に戻りたいらしいですものね、今、戦中なのに。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 21時間21時間前 
日本国外の報道では、日本はチェルノブイリの10倍以上の放射性物質に汚染され、 東
京は人が住めなくなると報道

AKIRAさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 23時間23時間前 
真実は、痛いね。

真実は、苦いね。

真実は、辛いね。

@k2cyan 
https://twitter.com/kurieight/status/646131355160412160/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 · 9月21日 
@honehone_man_7 コンビニン弁当のご飯は、まあ、まず間違いなく汚染米ですよ。
ローソンなんて、三菱商事なんですからね。三菱商事が、福島の汚染米販売にかかわ

ってる事がわかってるんですから当然ですね。

https://twitter.com/kurieight/status/646131355160412160/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 · 9月21日 
東京は、もう医療崩壊が始まってますよ。

今後全員に健康被害がでるんですから

真面な治療が、受けられなうなりますね。

もっと酷いことには、国側から、

甲状腺の検査を真面にしないように

指示が出されてる事ですね。

AKIRAさんがリツイート 
尾崎清之輔＠新時代の幕開けに向けて @LiberalArtsBA · 9月16日 
首都圏の電車の異常な止まり方。救急車による急病人搬送も右肩上がり。首都圏の救

急救命システムはマヒ寸前。首都圏の病院は町医者に至るまで満員御礼。医療システ

ム自体が病人を大量生産中。社会機能のマヒ症状は、加速度がついてくる。（飯山

一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09161 …

AKIRAさんがリツイート 
アンドレ @nihon_no_owari · 9月16日 
東京は、今日も急病人だらけ。人口、どんどん減ってそうだなぁ。

https://www.youtube.com/watch?v=m3Mn-r-uh18
Kazuko Kawashima 川島和子 - The Earth 【HD】

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 24時間24時間前 
原子力緊急事態宣言発令中の

「日本」という集金システムに生きる若者が不憫でならぬ

この島はいずれ死の島になる

放射能汚染の拡大は人間には止められぬ

どうか すこしでも遠くへ避難して若い命を未来へ

民族も国籍も関係ない

あなたという人間は唯一無二「かけがえのない存在」なんだから

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09161
https://www.youtube.com/watch?v=m3Mn-r-uh18


https://www.youtube.com/watch?v=Xz_Z9IV5g2w
さらば宇宙戦艦ヤマト／想人（おもいで）

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日16:05
日本が誇る鰹節製造業は

おフランスへの正式、

避難移住が決まったそうな。

まずはメデ鯛。いや初鰹。（？

静岡でシラス不漁？

あたりまえだろ、シラスは鰻の稚魚だぞ？

太平洋ど真ん中生え抜きの魚類なんだぞ…？

そしてハマオカ自体も

ダダモレ疑惑！

バイトはプチ厄日。

【超キモチノワルイぱたりろ】に再びトリツカレて

気色悪さに気絶寸前。(-o-;)
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz_Z9IV5g2w
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月23日）　1990.10.27. の日付があるわ…ｗ　バブル崩壊して失明宣告されて「脱
原発らいふ宣言」して、慢性過労症候群と闘い？ながら、ひっきーしていた頃だね…ｗ
ｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201509230954289554/

試験に出る?! 宇宙史年表。
2015年9月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

（前項、前々前項参照）。

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日15:47
ちなみにたぶん高校の世界史の時間に授業のノートとるふりで内職して書いてたやつじゃないか

と思うが。(^。^;)

http://85358.diarynote.jp/201509230954289554/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201509230954289554/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日23:49
ちがった。（＾＾；）

1990.10.27. の日付があるわ…ｗ

バブル崩壊して失明宣告されて「脱原発らいふ宣言」して、

慢性過労症候群と闘い？ながら、ひっきーしていた頃だね…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日23:52
…あ〜（＾□＾；）〜…

惑星《ダリーナース》とかスウェンザとかドミトシーとか…

すっかり忘れ去っていた古設定やまを発掘してしまいました…★
 
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（９月23日）　ふるさいずエルさんてば、わざわざ陣頭指揮なん…？

http://85358.diarynote.jp/201509232145169640/

みにさいずエルさんに伝言ｗ

2015年9月23日 就職・転職 コメント (4)
　

ぃや、読んでないだろうと思うから書いても意味無いけどｗ

アナタがトンズラしたあと、

案の定、20:55の魔タイムから
大惨事が…ｗ
(^。^;)

私は無傷ですが、

可哀想な被害者さんにはミヤゲ買って帰ることをオススメしますわ…

┐(’〜`；)┌

https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL
 

http://85358.diarynote.jp/201509232145169640/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201509232145169640/
https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI
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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9月23日22:17
　

で。(-"-;)
ふるさいずエルさんてば、

わざわざ陣頭指揮なん…？

ヽ（・＿・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日22:45
　

無事帰投…したとたんに肺からベクレ汚染痰水を排水しまくり。(ToT)

軽井沢以来じゃないか？

なにこの吸気ひばき…

（…肺廃水を吐きまくり…）

吸気被曝量！(ToT)

札幌なのに…ッ
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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9月23日22:59
あ、画像は関係ないですｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日23:22

AKIRA 2024さんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 · 2 時間2 時間前 
@ukkayukka E口洋介も最近見たらあまりに痩せてて老化が激しくてビックリしたけど、ガイアの
夜明けで何回も福島行って20キロ圏内にも入ってるからね。マスクもしてなかったんじゃない
かな。ヤバイと思う、顔付き変わってるよ。

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


（９月23日）　全員がノアの方舟に乗れるとは思わない。／原稿に進展は？

http://85358.diarynote.jp/201509232338594246/

東北新幹線、東北本線の車体についた放射性物質が基準値超えの

ため産廃業者が引き取らず、車両基地にどんどん溜まっている状

況／そんなことより戦争反対なのか。（苦笑）／もはや敗戦その

ものです。

2015年9月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

　

あらためまして２３：００ジャスト！

（＾＾；）

前項コメント欄。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月23日22:45

無事帰投…したとたんに肺からベクレ汚染痰水を排水しまくり。(ToT)
軽井沢以来じゃないか？

なにこの吸気ひばき…
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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（…肺廃水を吐きまくり…）

吸気被曝量！(ToT)

札幌なのに…ッ

てことで、肺排水発作（喘息みたいな感じ）が収まるまで

眠れそうにないので、ＰＣします〜…★（＞＜ｐ）★

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 49 分49 分前 
原稿に進展は？

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 

地震マップ @eq_map · 2 分2 分前 � 青森県 外ヶ浜町 
【M2.5】津軽半島付近 深さ178.1km 2015/09/23 23:23:53
(G)http://j.mp/1KuRyj4 (Y)http://j.mp/1OuxdOQ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：09/23 18:14
_nodatin_
郡山のデモでJR東日本電車修理担当者の話
「東北新幹線、東北本線の車体についた放射性物質が基準値超えのため産廃業者が引

き取らず、車両基地にどんどん溜まっている状況。JRは使わなくなったトンネルで中
間貯蔵を検討…
#２０１３年

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：09/23 17:29
食べて応援、白血病

食べて応援、咽頭ガン

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
http://j.mp/1KuRyj4
http://j.mp/1OuxdOQ


食べて応援、乳ガン乳房全摘

凄い国だよねw
小児甲状腺ガンが激増してるのに

「被曝のせいじゃありません、安心して！」

↓

「ウチの子のガンは被曝のせいじゃなかったのか！それは良かった！」

狂ってるわw

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：09/23 02:40
札幌市在住

https://www.facebook.com/himitsu.no.airichan/posts/506309149545698 …
息子の少年野球の後輩が２１歳の若さで亡くなり今日お通夜に行って来ました。あま

りにも綺麗な死顔とあまりにも気丈な母の様子に切なくて…悪性リンパ腫…

amaちゃんだ @tokaiamada · 5 時間5 時間前 
千葉県山武郡　中村勝広　

渋谷区　黒木奈々　スキルス癌

北葛飾郡　北斗　乳癌

郡山市　丸山夏鈴　肺癌

都内　今井雅之　大腸癌

有名人は、これから起きる運命を先見的に教えてくれる

もの凄い勢いで、続々と癌の発症が起きるだろう

放射能被曝とは、そのようなものだ

学生ハンスト実行委員会

@hansutojitsu ただいま入った情報によると、赤坂署に勾留されている方が取り調べ拒
否を理由に「保護房」に入れられているとのこと。保護房は入浴・読書すら禁止され

、食事は手掴み、24時間電気がついているという人権侵害の権化のような部屋です。
明らかに拷問に相当する措置に他なりません。

金子勝� 認証済みアカウント �
@masaru_kaneko 【まるで敗戦濃厚の戦場２】重大事故を起こした福島第１原発では
、もはや経験のある人材は被曝許容量を超えていなくなる中、８月だけで作業員が３

人死亡している。戦力の逐次投入を繰り返すうち、収拾がつかなくなっている。もは

や敗戦そのものです。http://goo.gl/jdtLCP
http://t.co/DAwwCebSaf

https://www.facebook.com/himitsu.no.airichan/posts/506309149545698
http://goo.gl/jdtLCP
http://t.co/DAwwCebSaf


猪木俊一@花少年Japan @HanaShounen · 6時間6時間前 
地元の子供を捧げます…
●我が子を廃炉技術者に！●

"@ishikawakz: 「福一原発の廃炉を支える人材育成を目指す福島高専（いわき市）は、
１０月からロボット技術 除染技術 廃炉をめぐる分野の教育を行うプログラムを試験的
に開始 http://ln.is/www.minyu-net.com/ne/FKTmh …"

jimihenは虹の彼方に @seikentale · 8 時間8 時間前 
@masaru_kaneko @mariyatomoko 敗戦はわかってる。問題は、敗戦処理もできない
内に、開戦ー再稼働したこと。責任者がいないこと。この国、どうなってるんだ。

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ7.4km 2015/09/23 15:06:44 http://j.mp/1YBtN09

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ52.6km 2015/09/23 14:12:45 http://j.mp/1KzSTmO

めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前 
めいちゃんさんがリツイートしました Wert Yuio
サンマが獲れないことを「中国や韓国などの漁船がやって来て大量に獲ってしまった

から」と報道していたけど、３１１後、東日本の食材を輸入規制しているのに、そん

なことあるのかな？

フクイチから大量漏えいのホで育たなかったんでは？ 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12 時間12 時間前 
9月23日
北海道：十勝地方（気象庁　防災科学技術研究所 作成）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/646501478799011840/photo/1

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ11.0km 2015/09/23 10:47:15 http://j.mp/1FsG1BT

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.1】根室地方 深さ13.3km 2015/09/23 09:41:35
(G)http://j.mp/1KMKfoq (Y)http://j.mp/1KMKdgg (アニメ)http://j.mp/1OPVJJD

http://ln.is/www.minyu-net.com/ne/FKTmh
http://j.mp/1YBtN09
http://j.mp/1KzSTmO
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/646501478799011840/photo/1
http://j.mp/1FsG1BT
http://j.mp/1KMKfoq
http://j.mp/1KMKdgg
http://j.mp/1OPVJJD


地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M3.6】青森県東方沖 深さ46.1km 2015/09/23 05:14:57
(G)http://j.mp/1iv4TP1 (アニメ)http://j.mp/1iv4UlX

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ66.0km 2015/09/23 03:54:38 http://j.mp/1G0TifV

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 8月28日 
くふふ・・・とうとうシールズ東北にもブロックされたぽ。

そうか、被曝を語られるのがそんなに困るか？　目障りか？

やっぱ仙台の放射性廃棄物焼却には触れないんだな。

８０００ベクレル/Kgまで一般焼却場で燃やされちゃうんだが・・・
そんなことより戦争反対なのか。（苦笑）

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

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 9月22日 
全員がノアの方舟に乗れるとは思わない。ましてやパック旅行しか知らないような中

高年には夢のような話なんだろう。だけどね、実社会がマニュアル化された日本より

海外のほうが向いてる若者がいるのは事実だ。海外で起業までこぎつけた若者を静か

にバックアップする。ひとりでも多くの若者に伝えるさ。

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

コメント

http://j.mp/1iv4TP1
http://j.mp/1iv4UlX
http://j.mp/1G0TifV
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://www.youtube.com/watch?v=tm-13w8HbcE


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月24日0:00
発作は収まったし、「書きたい！」意志だけが空回りしているので、

とりあえずご飯食べて寝ます…＠０：００！

私も海外移住希望

2015年9月24日6:40
公開しないと思いますが非公開でお願いします。

おはようございます。毎回素晴らしい記事です。実は私は北信地方の長野県民でして、気がおか

しくなりそうなのを管理人さんのブログで保っています。専門機関に家から50M離れた家庭菜園
の土を送り土壌汚染を調べましたらやはり150Kg/Bqありました。
何度も話しても家族は私以外現実を直視出来ずサンマ、マグロ、ホタテなど魚介類を食いまくり

私にまで勧めてくるのでうんざりします。私が食べないと不機嫌になるので食べるフリして捨て

てますが何度か口にせねばならずで…。だから私だけでも家を出ることにしました。
管理人さんもお身体に気をつけて下さい。ブログ、応援しています。こちらのブログで先日紹介

してくれた汚染地図で決心が固まりました。

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日22:29
…（＾＾；）…。

すいません。お返事しませんで。いま気がつきました。（＾＾；）

お元気でしょうか？　御寿命を全うされますよう、お祈り申し上げます…。

（てか、コメント欄、ＤＮさんは、「書いたら自動で公開」なんですよ…☆）
 

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


（９月24日）　（現世の読書経験＋前世の記憶）＝『リステラス星圏史略』　≒（土
岐真扉さんの航海中の本）

http://85358.diarynote.jp/201509240924297001/

「 ひとつのなまえ 」。
2015年9月24日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

おはようございます。

０９：１４になっちゃいました。

バイトは遅番。

ちゃんと７時に起きて洗濯して洗髪して二度寝して（＾＾；）、

ご飯とお茶のしたくしました。

個人的にはたいへん快調です。

ようやく！久しぶりに！

この画面に辿り（還り）着きました…☆

http://85358.diarynote.jp/201509240924297001/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150924/85358_201509240924297001_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150924/85358_201509240924297001_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150924/85358_201509240924297001_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A


http://p.booklog.jp/users/masatotoki
（土岐真扉さんの航海中の本）

ん〜（＾＾；）。ペンネームをね。

高校の時点で決めた（どうやら「前世の名前」がベースだったらしい）

土岐 真扉（トキ・マサト）にするか…

ネットデビゥ（＾＾；）した時にデッチアゲて、

今ではすっかり使い慣れて気に入ってしまった、

霧樹里守（きりぎ・りす）にするか…

ちょっとしばらく何年か迷ってたんですけど。

（現世の読書経験＋前世の記憶）＝『リステラス星圏史略』なので…

筆名も、《 霧樹里守 ＆ 土岐真扉 》が、「ひとつのなまえ」ってことで…

…（＾ｗ＾；）ｄ…

…い、いいよね…？！

（暫定！）

…あっ（＾＾；）これも放置中！
…どうにかしなくちゃ…！！
http://ameblo.jp/temameya-seitai/
緊急避難！　【大嘘スーパーアリーナ災害対策本部】

 
 

file:///tmp/puboo/118516/421091/users/masatotoki
http://ameblo.jp/temameya-seitai/


（９月24日）　みにさいずエルさんに、ルージュの伝言ｗ

http://85358.diarynote.jp/201509242135418053/

みにさいずエルさんに、ルージュの伝言ｗ

2015年9月24日 労働／対価　 コメント (2)
　

おみやげは３倍増しくらい、

豪華にしたほうがいいですよｗ

過去の処理漏れが発覚して

大惨事になってますｗ

(・ω・;)(;・ω・)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月24日22:00
地震と

噴火と

激雨と

落雷と

原発が、凄まじいね…(・_・;)

あまりベクレないうちに、

無傷で生還してね〜…！

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月24日23:48
当方無事帰投。(^o^)／

http://85358.diarynote.jp/201509242135418053/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=5
http://85358.diarynote.jp/201509242135418053/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


買い物運順当。(^_^)v

連休明けのせいか変に車が多く色々と殺気だってる札幌でしたが、個人的にはバイトが忙しかっ

た以外はごく平穏。(*^_^*)

今日も良い一日でした。(^-^)g

漫画読んで寝ま〜す！

(^o^)／
 
 





（９月25日）　安心して深呼吸できる、水道水が使える、外に洗濯物が干せる、買い
物の幅が広がる・・・こんな当たり前のことが嬉しい。／利他的な人と利己的な人では
脳の構造が異なることが判明。

http://85358.diarynote.jp/201509250920315392/

９月２５日の朝記。

2015年9月25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=BMCID4I9Gnw
鉄道員 (poppoya railway man) 

遅ようございます。

０９：０５です。

バイトは休み。

予定は終日ひきこもり。

洗濯たたみと衣替えと床掃除と、

不要品排出準備と洗濯と入浴。

合間に情報チェックと、

時間があれば原稿…

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

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

。君の役割は原稿を書くことだ。

の、はずなんですが…
…（－－；）…

…う〜ん…（－－；）…
…しかし、地震が…★

札幌の空気は「なんだか変」です。

「フクイチ系」のよろしくないものがこそこそと来襲中。

（〜〜＃）

…うかつに窓が開けられません…

カラパイア @karapaia · 42分42分前 
カラパイア : ついにミニ氷河期に突入か？2030年に太陽が「眠り」、気温が急激に低
下するかもしれないと科学者が懸念を表明（英研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201412.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647192547987619840/photo/1

http://85358.diarynote.jp/201509250920315392/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509250920315392/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150925/85358_201509250920315392_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150925/85358_201509250920315392_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201412.html
https://twitter.com/karapaia/status/647192547987619840/photo/1


参照

：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD%E3%81%BD%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
『たんぽぽクレーター』

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT1300UP】 親切なのは生まれつき？　利他的な人と利己的な人では脳の構造が異
なることが判明（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52174587.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647090666221252608/photo/1

うん。（－－；）

「今生の実母」に「愛というものが欠落している」のは、

「生得の障害」なので、ショウがナイ…。

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT400UP】 動かなければ得られない：低い自尊心から自分を解放する方法（ライ
フハック） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52172145.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/647050396955901952/photo/1

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月25日11:36
　

AKIRAさんがリツイート 
燈-ともる- @to_mo_ru · 9月19日
　

今さら移住なんてしても無駄。

一時の安心を買っているだけの自己満足。

と言う人もいる。私もその言葉に揺れたけど、どうしても「居続ける」という選択ができなか

った。

安心して深呼吸できる、水道水が使える、外に洗濯物が干せる、買い物の幅が広がる・・・こん

な当たり前のことが嬉しい。

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD%E3%81%BD%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52174587.html
https://twitter.com/karapaia/status/647090666221252608/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52172145.html
https://twitter.com/karapaia/status/647050396955901952/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
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（９月25日）「 地球は監獄惑星だ 」／本音を言えば、このこじんまりとして平穏な、
【SAPPOROホビット庄】から出たくなんかない！

http://85358.diarynote.jp/201509251628054485/

（追記の３つ目あり。）　りすはタマゴから出なければならない

…タマゴは地球だ。

2015年9月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

だめです。（＾＾；）

（前々項参照）

晴天続きで乾燥し過ぎて、微細な放射性その他色々汚染粉塵が浮遊しまくっているので窓が開け

られず、暑いわ酸欠だわ、布団あげて寝床の土台兼用になってる衣装ケースひっくり返して大埃

けたてての衣替えの作業はぜったいに無理だわ…

ぐれて寝てたら、夕方になっちゃいました…ｗ

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

あともう、開き直って、古典死霊…もとい…（＾＾；）…

古史料発掘して遊んできますぅ…
http://p.booklog.jp/users/masatotoki?s=0

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

…本音を言えば、このこじんまりとして平穏な、
【SAPPOROホビット庄】から出たくなんかない！

（＾＾；）

でも、出なければ…いづれは。

そう遠くないうちに…

http://85358.diarynote.jp/201509251628054485/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201509251628054485/
http://85358.diarynote.jp/201509251628054485/
file:///tmp/puboo/118516/421091/21916a860b774307f02f/users/masatotoki?s=0
https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8


あてもなく、どこかへ…

ね…★（－－；）…☆

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

どわはははは☆（＾＾；）☆

恥ずかしいもの発掘しちゃったんで、晒しておきました〜…ｗｗｗ
http://p.booklog.jp/book/21441#book_foot
『春まだき　（６）』

今なら「厨２病」と言われる状態ですね…中学３年!!!!

　期末考査

　国語　９６

　数学　７２

　理科　７６

　社会　９２

　英語　８４

　音楽　８６

　体育

　家庭　７９

　美術

さらに！　小学校の原稿も含む…！ｗｗ
http://p.booklog.jp/book/21061/read
『出立の類型』（未完）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ぁははは〜（＾＾；）〜★

なんで「作業中断」しちゃってたんだか、やっと憶い出したわ…★

file:///tmp/puboo/118516/421091/21916a860b774307f02f/book/21441#book_foot
file:///tmp/puboo/118516/421091/21916a860b774307f02f/book/21061/read
file:///tmp/puboo/118516/421091/21916a860b774307f02f/book/21519/read


http://p.booklog.jp/book/21519/read

※　この本の概要について　※

①　書きかけです。今後、ページ数が増えるに従って、値上げをしていく予定で

す（笑）

※　一度お買いあげ頂いたお客様には、追補分については無料（初回に支払った料金

のみ）で、全編をお読みいただけます。

（ つまり、早く買えばそれだけ安い金額で全部読めて、「とってもお買い得♪」　と
いう、価格設定になっております☆ ）
　ｈ（＾ｗ＾）☆

②　ネタばれ注意報！な危険地帯です。

※　まだ読んだことのない本の、まだ知らない単語の意味や用法など、あらかじめ知

ってしまいたくない！　というかたには、おすすめできません。

（リステラス星圏・銀河星雲第三腕・太陽系・惑星地球

　旧西暦　2011.02.25.現在）

…この、↑ 日付のせい。ですね…★
…（－－；）…★

 
    
 

コメント

私も海外移住希望

2015年9月25日16:53
こんにちは、この地球は実は監獄惑星だなんだっていう話があるようですね。確かに私も地球脱

出希望です。死後はこの生きにくい地球には２度と戻りたくありませんね(笑)
管理人さんの話題のセンスは非常に素晴らしいと思います。以前書かれていた百草園、梅が綺麗

ですね。今は大気が汚れてるでしょうが。私は学生時代はモノレールを挟んで多摩センターに住



んでいたので割りとその辺りはよく遊び歩きました。

また管理人さんの記事の更新を楽しみにしています。

私も海外移住希望

2015年9月25日16:58
連投すみません！

成績が素晴らしいじゃないですか！

私は

国語　４

　数学　３

　理科　３

　社会　４

　英語　３

　音楽　５

　体育 ２
家庭 ５ 
美術 ２ 
技術 ２
でしたよ。５段階評定です。当然テストも散々です。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月25日17:08
あれ（＾＾）！

コメント珍しいので嬉しいです。どうもありがとう〜♪♪

私ゃ学習能力のないばかなんで、何度でも生身でこの星に生まれ変わってきたいですよ…何万年
後かの、放射能充満した環境に適応した「次の生態系の時代」にも…ぜひｗ

ちなみに「管理人さん」といえば「音無響子」。

と連想する旧世代なので、その呼称はやめていただけるとサイワイです〜ｗｗｗ

「りす」か

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


「提督」（mixiでヤン・ウェンリーごっこしていた時のアダナ）
で、

呼んでやってください。お願いします〜☆

私も海外移住希望

2015年9月26日9:59
おはようございます。

私もリスさんと同じ世代だと思いますよ。「めぞん一刻」見てました。そう言えば確かに「管理

人さん」と呼ばれてましたね。子供心ながらに年上女性はいいな〜とか思ったり、思わなかった

りでした。

いやいや、学習能力がないなんてことは絶対ないと思いますよ。なんで生きてるかわからずにカ

ウチポテトが増えているこの日本です。私はりすさんに尊敬の念さえ抱きますよ。

そうですね、自然放射能にも適応出来たのが今の生物なら人類が汚したこの大気も対応出来る種

が誕生してくれることを望みます。地球の動植物に申し訳ない…。

すみません、固くなってしまいましたがドラゴンボールのEDに「僕たちは天使だった」という歌
がありますが地球に来たのは学習し、愛で悲しみを消すためと思ってる電波系な私です。

りすさんのブログは面白いですし、参考になりますのでこれからもお邪魔させていただきます。

宜しくお願いします。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月26日15:02
脳内暴走半島なブログでまともなコメントはめったに頂けないのでお客様は大歓迎です♪

ドラゴンボールのＥＤチェックしてみますね♪ 　
　

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150925/85358_201509251628054485_1.jpg


 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509251851345805/

仔りす閑居して不善をなす…ｗ
2015年9月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

ほい。（＾＾；）

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

今晩は、あともうこれで遊んで、終わりにしちゃいますぅ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=DNyKDI9pn0Q

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150925/85358_201509251628054485_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150925/85358_201509251628054485_3.jpg
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file:///tmp/puboo/118516/421091/21916a860b774307f02f/book/101465/read
https://www.youtube.com/watch?v=DNyKDI9pn0Q


Titanic Theme Song • My Heart Will Go On • Celine Dion 

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月25日22:38
　

あははは（＾＾；）

あぁ娯しかった☆

情報チェックする前に、洗濯と入浴してきますぅ…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日8:20
　

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 4時間4時間前 
さあ、その大量に積み上げた資料を整理して原稿を作りなさい。
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（９月26日）　「 一点集中、各個撃破！ 」参照。

http://85358.diarynote.jp/201509260859026791/

脱毛／超老化現象／被曝は免疫を破壊し癌進行を加速する／一億

【総玉砕】 。

2015年9月26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=jiwuQ6UHMQg
2 Hours of Celtic Music by Adrian von Ziegler 

おはようございます。

０８：３４になっちゃいました。

（＾＾；）

ちゃんと７時半には起きたのですが、

これに章タイトル頁とか足して遊んじゃいました…☆

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

私個人の最大の娯楽♪

という以外には何の意味もない作業ですねハイ。

これをしてひとは「現実逃避行動」と称します…

地震マップ @eq_map · 20分20分前 
【M5.1】ANATAHAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS 27.7km 2015/09/26
07:58:41 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Oz8Pf2 (USGS)http://j.mp/1iR1zON

地震マップ @eq_map · 37 分37 分前 � 東京都 港区 
【M3.5】東京都 深さ96.9km 2015/09/26 07:53:13
(G)http://j.mp/1VgbSb1 (Y)http://j.mp/1VgbSb3 (アニメ)http://j.mp/1VgbSaY

地震マップ @eq_map · 40分40分前 
【M4.7】ANATAHAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS 31.2km 2015/09/26
07:04:31 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Oz7g0y (USGS)http://j.mp/1Oz7dSr
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地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 千葉県 香取市 
【M2.6】千葉県北部 深さ35.0km 2015/09/26 06:48:58
(G)http://j.mp/1WnVRSF (Y)http://j.mp/1WnVRSH

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 栃木県 真岡市 
【M3.0】茨城県南西部 深さ76.9km 2015/09/26 03:49:07
(G)http://j.mp/1LbsHV6 (Y)http://j.mp/OnznfT (アニメ)http://j.mp/1MOhDgV

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.9】MARIANA ISLANDS REGION 16.7km 2015/09/25 22:56:42JST, 2015/09/25
13:56:42UTC
(G)http://j.mp/1NR9Ptl (USGS)http://j.mp/1iQ0erG

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 茨城県 筑西市 
【M3.0】茨城県南西部 深さ74.0km 2015/09/25 23:01:34
(G)http://j.mp/1Vf8Of5 (Y)http://j.mp/1Vf8Q6Q (アニメ)http://j.mp/1jhKg9E

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月25日 21:24】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月25日 21:00
現象：噴火多発

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月25日 21:05】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月25日 21:00
現象：連続噴火継続

宇宙天気ニュース @swnews · 18 時間18 時間前 
[記事] 高速の太陽風が続いています。磁気圏は穏やかです。 http://swnews.jp #swnews

…なんか、すごい嫌な空気なんですよねぇ…
…（〜〜；）…

amaちゃんだ @tokaiamada · 1 時間1 時間前 
フクイチ作業員の被曝は、なかに累積１シーベルトを超える人もいると聞く

この場合、全身の染色体DNAが漏れなくダブルヒットを受けるので、五年後には恐ろ
しい超老化現象が起きるだろう

数百ミリを被曝すれば、必ず消化器や血球に大きな異常が出て下痢が止まらない、脱

毛などの症状が現れる

Mペッコ @pecko178 · 1 時間1 時間前 
いやいやほとんどの国民は知ってる事を今さら報道されても。

確か福一の空を飛んでたカラスが放射能で落下したとか言ってたよね。

＊2号機の核燃料 70％〜100％溶融か　http://nhk.jp/N4LQ4Ibc

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
フクイチの最終報告が提出されるＩＡＥＡ総会が、ひっそりと、開催されている

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=307980 …

夏目久生（安保賛成議員の落選運動を！） 78@rpmnet · 4時間4時間前 
きっと「１億総活躍」というムードを作り上げて、ニートにフクイチの収束作業員と

http://j.mp/1WnVRSF
http://j.mp/1WnVRSH
http://j.mp/1LbsHV6
http://j.mp/OnznfT
http://j.mp/1MOhDgV
http://j.mp/1NR9Ptl
http://j.mp/1iQ0erG
http://j.mp/1Vf8Of5
http://j.mp/1Vf8Q6Q
http://j.mp/1jhKg9E
http://swnews.jp/
http://nhk.jp/N4LQ4Ibc
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=307980


して強制労働させる画策も織り込んどるじゃろう。アベ自民党は、これだけでも十

分「人権侵害」じゃし、全力で倒閣する価値があるってもんじゃな。 @jimin_koho
@jiminto_jp @nhk_news

un志水　満 @tennsi21 · 6時間6時間前 
どこまで強弁を張るのか。福一原発作業員を次々と襲う【死の病】８月だけで３人も

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307409&g=131208 … … 「放射線が原因
と考えられない」by東電★どんな神経で、こんな無責任な 
https://twitter.com/tennsi21/status/647464926668156928/photo/1

不正選挙監視団 @rigged_election · 8時間8時間前 
【拡散】tokaiama 私はフクイチが全電源喪失とニュースが流れた瞬間に「数千万が放
射能で死ぬ」と書き続けた 世間の反応は「東海デマ」だった 原発事故による、巨大な
死者を想像することができる者はいなかった 木下氏や小野氏は分かってたはずだが、
デマと言われるのを怖れたのだろう。

バロン @finalcut0011 · 9時間9時間前 
どこが「言論の自由」だよ。

"@matu923: 政府・マスコミは、福一原発事故を徹頭徹尾隠し続ける。『フクイチの最
終報告が提出されるＩＡＥＡ総会が、ひっそりと、開催されている』

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307980&g=132108 … "

＊Mami＊ @mamijazz3535 · 11時間11時間前 
35年ほど前
今は亡き叔父から

原発の危うさ、恐ろしさを

教えて貰っていた。

地震の時は真っ先に福一を懸念した。案の定 大爆発し
目の前が真っ暗になった。

アメリカでは沢山の俳優が

核実験近くのロケの後 癌になり
命を落とした。

だから、素人が現地入りするなど考えられなかった。

鵜野孝紀 Takanori UNO @unason · 12時間12時間前 
フランス政府が日本を「危険国」に指定　人種差別デモが原因か - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2141952684218173501 …
ひどいデタラメ。国立科学研究センターの「事前に現地の安全について確認すべき調

査地リスト」にフクイチが入ってるだけじゃん。

http://t.co/iJ2nuc6TKc

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 
被災者生活再建支援法適用（関東・東北豪雨：9/9〜）
http://www.rescuenow.net/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%83%85%e5%a0%b1/2316
…
支援法の対象地域が追加されました。

■適用地域

宮城県：大崎市 ※追加
福島県：田村市 ※追加
茨城県：常総市・猿島郡境町

栃木県：栃木市・日光市・小山市・鹿沼市

壺井須美子 @hivere · 16時間16時間前 
IAEAフクイチ最終報告？ふざけるな！福一は、未だ全く収束されず、放射能ダダ漏
れで、何一つ、事故原因究明も、今までとこれからの被害状況も解明されていない。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307409&g=131208
https://twitter.com/tennsi21/status/647464926668156928/photo/1
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http://www.rescuenow.net/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%83%85%e5%a0%b1/2316


責任の所在さえ明らかになっていない！@saitama1947mn @wajuntei

不正選挙監視団 @rigged_election · 18時間18時間前 
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-247.html ……　フクイチがなければ、今死ぬこ
とはなかったと思う　被曝は免疫を破壊し癌進行を加速する

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 
激甚災害指定（台風15号暴風雨：平成27年8月24日〜8月26日）
http://www.rescuenow.net/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%83%85%e5%a0%b1/2398
…
内閣府は、台風15号暴風雨災害を激甚災害（局激）に指定した。25日に閣議決定、30
日に公布・施行する予定。

■激甚災害（局激）

三重県多気郡大台町・北牟婁郡紀北町

…ヒョウ誤圏がタノシイ事態になってますね…。

きのこ組　組長 @kinokokumi · 22時間22時間前 
原発爆発の言い訳は

「想定外」

食べて応援でガン死の言い訳は

「抗がん剤治療拒否」

4割多く被曝のガラスバッジは
「お守り」

子宮頸がんワクチン副作用の言い訳は

「気のせい」

未だに蒸気もうもうのフクイチは

「アンダーコントロール」

この国はキチガイ立国

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 21時間21時間前 
〔ハチにご用心〕北海道で刺され相次いで2人死亡(9/25)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150925-00000003-rescuenow-soci …
・23日、士幌町の畑で農作業の男性がスズメバチに刺され亡くなった。
・22日、音更町の林道で山菜取りの男性が遺体で発見された。 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/647242044100907008/photo/1

参照：http://85358.diarynote.jp/201009030854564243/
「 一点集中、各個撃破！ 」第一話……。
2010年9月3日 りす＠齧歯類。 

…ヘイワがいちばん！…

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-247.html
http://www.rescuenow.net/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%83%85%e5%a0%b1/2398
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150925-00000003-rescuenow-soci
https://twitter.com/rescuenow_net/status/647242044100907008/photo/1
http://85358.diarynote.jp/201009030854564243/


　ｗ（＾□＾；）ｗ…    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月26日14:58
なんかやたらと眠いと思ったら北海道は台風寸前の低気圧３個艦隊に挟撃され中でした…★
ヽ（・＿・；）ノ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509262142401712/

９月２６日の夜記。

2015年9月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

先ほど無事帰投。

地震が凄いね。（；‾Д‾）

降水確率２０％くらいだったのに札幌は通り雨。(・_・;)
ベクレは低かったので自転車で中央突破。(^_^;)
濡れずに済みましたが…

異様睡魔に襲われているので、まだまだ地震は来そうなかんじです。(・ω・;)(;・ω・)

原稿に辿り着くまで起きていられそうにない。(-"-;)

とにかく半額ギョウザ食べて、歯だけ磨いて寝ちゃいますぅ…

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月26日22:17
　

寝ま〜す！(-.-;)！
（漫画も読めないくらい、

　異様に眠い…！(ToT)！）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日6:07
　

おはようございます。

生きてます。

爆睡したのに異様睡魔と

変な倦怠感が抜けません。

(・_・;)

http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/201509262142401712/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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３11の前が半月くらいこんな調子だった。(・_・;)

要警戒？(・ω・;)(;・ω・)
 



（９月27日）　「けして笑ってはいけない。」とカムイモシリのエカシがたはお
っしゃった…これは神々から与えられた課題なんだ…ッ☆

http://85358.diarynote.jp/201509271444504110/

チッコペトリロ★

2015年9月27日 家族・子育て コメント (8)

写真は直接関係ない以前のやつなんですけど、まぁ代理でｗ

タイトルについては後でトリガを貼りますわ〜…☆

(ノ-o-)ノ　┫

http://hukumusume.com/douwa/0_6/world_pc/08/12.htm

これです。（＾＾；）

私ゃ長年、たいがい、わが今生の実母はバカだバカだと思って暮らしておりましたが…

少なくとも、まだ幼かった私に、

http://85358.diarynote.jp/201509271444504110/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
http://85358.diarynote.jp/201509271444504110/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150927/85358_201509271444504110_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150927/85358_201509271444504110_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150927/85358_201509271444504110_3.jpg
http://hukumusume.com/douwa/0_6/world_pc/08/12.htm


「テレビは１日３０分！本当に視たいものだけ選んで観なさい！」とか、

「無駄使いと衝動買いはしない！本当に必要なものかどうか、３日考えてから買いなさい！」

とか…

よく考えると、後々、とても役に立つ、生活の基礎的な知恵や叡智を…

教えてくれて、いたではないですか…！

…！（＠◇＠；）！…

（家計簿のつけかたも、「欲しいもの」予算の管理のしかたの基礎も、みんな母から習った…！
）

…ということに、よくよく感謝してしまう気になってしまうくらい…

「…バイトの客がバカだらけ…！」という、オチでございました…

（どっとはらい…★）
…★（〜〜＃）★…

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日14:52
「けして笑ってはいけない。」とカムイモシリのエカシカムイがたはおっしゃった…

┐(’〜`；)┌

試練だ。(^_^;)

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


これは神々から与えられた課題なんだ…ッ☆

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日15:05
ところで脳内放送が

ぽっぽや 終章
と

最遊記 また遇う日まで
の

延々リフレインなのは、

なにごと…？

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日20:23
雷雨も晴れて、

みごとなプレ満月。

残業５分で済んだし、プチ厄日くらいカワイイもんだ〜★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日0:30

AKIRA 2024さんがリツイート 
半端な杉浦修 @sugiura_syu · 2011年11月24日 
ゲーム脳なんかよりテレビを全部鵜呑みにするテレビ脳の方がよっぽど危ないと言ったら「そん

なのテレビで聞いたことない」ってかえされた時もう手遅れなんだと気付いた

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日0:39
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AKIRA 2024さんがリツイート 
愛と虹の天使　フクダルマン @fukudaruma774 · 9月25日 
世の中以前に、まず自分が変わらないと。 これに限る。そして難しい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日23:56
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
自ら洗脳を解いてゆくというのは、まずテレビを捨てること。RT @jikannganai
TV、新聞は電通という媒体にすべて規制させられ、CIAが支配している。其処に真実を求めない
出でください。NHKも同じ。あなたを馬鹿、白痴にする…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日0:21
bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
佐藤研一朗@仙台インターネットマガジン @kenichirosato · 2010年12月12日 
日本にいると、もうどうにもならないよムードが漂っていている。行き詰まり感、あきらめ感、

絶望感、等々も。　みんな随分痛めつけられた物だと思う。　まず、中央から入ってくる鬱情報

をシャットダウンすることです。テレビを捨てましょう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日0:53
ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
urokosmile @urokosmile · 15時間15時間前 
わたしを抑えつけぬいた母もまた抑圧と暴力を受けて、感覚を鈍くさせられた人なのだ。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
urokosmile @urokosmile · 16時間16時間前 
抑圧されすぎていて、他人の告発の言葉にふれて、はじめて自分もあのとき怒ってよかったんだ

と知ることがある。自分が受けたのが暴力だったとはっきり自信をもって自覚する。こんな歳

になってもだよ。あのとき、嫌だったね、うん嫌だった、怒ればよかったんだよね、って自分に

きいて、自分がこたえる。
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509272159323718/

「私はバカデナシと話したいです」。

2015年9月27日 読書 コメント (3)

前項補足。（＾＾；）

いや、貼るでしょこれは、当然。

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 
　

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月27日22:04
てことで先ほど無事帰投。

明日も怪しい空模様らしいので洗濯はパスして、２時間ほどＰＣします〜☆

ええ

http://85358.diarynote.jp/201509272159323718/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
http://85358.diarynote.jp/201509272159323718/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4150117489/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日0:25
…あ…（＠＠＃）…

たったいま、原因不明に、３０分がかりの情報チェックがぜんぶ！

消えました…（－－＃）…

エルさんの陰謀だぁ…？

ぐれて、寝ますぅ…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日0:49

AKIRAさんがリツイート 
Oさん @yasuyasu909 · 9月15日 
海産物やめました

外食　ほぼやめました

一日3食やめました
加工品　ほぼやめました

大手の銀行　使わなくなりました

洗剤やめました

仕事やめました

テレビやめました

東京やめました

えーとえーと　まだまだいろいろやめました。
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（９月28日）　朝っぱらから引っ張った訳でもないのにメガネ紐が切れるという不吉
。(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201509280703509885/

９月２８日の朝記。（追記蟻）。

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

おはようございます。

和魔和魔07時07分です。

朝っぱらから引っ張った訳でもないのにメガネ紐が切れるという不吉。(^_^;)

縁起かつぎにめいにゃん。

(^。^;)

あ、厄除け？

https://www.youtube.com/watch?v=WH319nS9M-s
Gaelic Storm An Irish Party In Third Class 

札幌は気温１４℃しかありません！

寒いです！

そして高線量の雨…！！

遊んできます…ッ！
（現実逃避）ッ！！

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

http://85358.diarynote.jp/201509280703509885/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509280703509885/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509280703509885_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WH319nS9M-s
file:///tmp/puboo/118516/421091/book/101465/read


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日8:00
遊んできました♪（＾＾）♪

朝ごはん作ってきますッ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509280824474642/

三鷹市でヨウ素が２桁。首都圏の被爆者は3,000
万人だってわかってる？

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

前項コメ参照。朝ごはん作ってきました♪
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AKIRAさんがリツイート 
un志水　満 @tennsi21 · 1日1日前 
放射能汚染から身を守る為の知恵〜塩、味噌が身を守る！ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=247376&g=131208 …：放射能に対しては薬はない。人間の体質を作
り変えて、病気にかからなくてすむ身体、また病気にかかっても軽くて治る身体にな

ることである。

さて。バイト３連勤の最終日。

https://www.youtube.com/watch?v=j3r9GWy0SiU
Irish music (some Scottish and English) 

３０分だけ、情報チェックをしますよ…。

AKIRAさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 1日1日前 
放射能汚染は国内だけではすまないので、いずれ国連から緊急対策を指示されるでし

ょう。何もしないと、最悪の場合、日本は国としての地位を失い、国連管理下の、単

なる " 放射能島 " になる恐れがあります。http://amzn.to/1I2wQGS

むしろ私はコレを待ってる。

国際援助団体が来て、「あなたはどの国に移住したいですか？」と訊いてくれるのを…

答えるさ。「きえろいるあ、うるぐあい！」

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3 分3 分前 
名無し：09/27 09:00
…可能性としてですが、近辺の疑わしい施設を探してみました
西荻窪から南方へ進むとやや西側に、東京都市大の原子力施設があり

そこから西方に進むと先日爆発した、酸化物が保管されていたという米軍施設があり

ます

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=247376&g=131208
https://www.youtube.com/watch?v=j3r9GWy0SiU
http://amzn.to/1I2wQGS


特務機関NERV @UN_NERV · 10 分10 分前 
【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
胆振・日高地方は、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28日09:20まで有効です。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 30分30分前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 猫飯は浜の薫りプロダクション
名無し：09/27 15:19
以前に取材した甲状腺癌の女性ですが2か月前に乳癌で他界していました。甲状腺から
乳房へ癌細胞が転移していたとのことです。原発事故当時、この女性が被ばくした場

所は日立市

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 37分37分前 
名無し：09/27 16:08
irukatodouro
「リンパ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移のないもの（pT1a pN0 M0）は 8 例（8％）
」

つまり、９２パーセントの子が、リンパ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移のいずれか

があったんですよ。福島県の小児甲状腺がん手術で

特務機関NERV @UN_NERV · 58分58分前 
【沖縄地方 気象情報 2015年09月28日 07:29】
非常に強い台風第２１号は、勢力を維持したまま２８日夕方にかけて先島諸島に最も

近づく見込みです。先島諸島では暴風となっており、八重山地方では２８日は猛烈な

風が吹くおそれがあります。（続く）

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：09/27 22:24
vivian5163
311爆発後、発狂した私が都内の娘に避難しろ！と言うと、姑さんが「子供には生活が
あり、それぞれ生活を楽しみましょう」と私の過干渉をやんわりと。絶望して沈黙し

た私は最悪を覚悟した。その姑さんはガンで今月、亡くなりました。…

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1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28日08:30まで有効です。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：09/27 22:39
tumu1209
福島市に復興牧場完成、牛乳を生産へ(9/26 福島民報) 
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-542 
休業中の酪農家を支援するため福島市土船に建設された「復興牧場」が２５日に完成

。東北最大級の規模で１０月から操業開始

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT2500UP】 9月28日11時、今年最大の巨大な月「スーパームーン」が皆既月食と
共にやってくる！お天気の神様、願いを叶えて！

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201466.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/648245768306880512/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：09/27 23:29
厚労省は２４日付け公表：フランスより輸入の冷凍キノコから放射性セシウム１６０

Ｂｑ検出。原料はポーランドとブルガリア産。自主検査。http://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/27-9.xls …
#外国産はいいから自国産キノコを徹底的に調べなさい厚労省

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、 M1.0 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日06:00
JST (27日21:00 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2015/09/28(月) 01:01 ID:XXXXXXXX
「食べて応援しよう！」先兵の農水省の食堂 海鮮丼のネタは九州産 野菜も西日本産

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
アーニー・グンダーセンさんが、台風によるフクイチ放射能の海洋流出、それによる

http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-542
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201466.html
https://twitter.com/karapaia/status/648245768306880512/photo/1
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/27-9.xls
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


太平洋・死の灰汚染の悪夢の未来図に警鐘を鳴らす

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/post-5a51.html#more …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：09/28 02:01
momoa_mjlove
【川島なお美の食べて応援が恐怖すぎる】

自宅でも進んで食べて応援

1年後・軽くぶつけただけで肋骨骨折 
2年後・眼球から出血は半年に一度
3年後・胆管に腫瘍、血液検査は異状無し
4年後・逝去
夫は片目失明、愛犬もがん

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
ギロチン破断事故。蒸気発生器内部には直径21ミリ、厚さ1.3ミリしかない薄い金属パ
イプの中に超高圧の熱水が流れる。川内原発には蒸気発生器が3台あるので合計1
万1000本。それが一本破れると、高圧によって他のパイプも一挙に破断させる。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/648247518388596736/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：09/28 02:18
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/164468 …
有名人のがん報道が相次いでいる。驚きと悲しみの声がやまない中、ネット上で“ある
ウワサ”が飛び交っている。２０１１年３月の原発事故後に被災地入りしたことと無関
係ではないのでは、と…

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月28日 06:30】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月28日 06:24
現象：爆発

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2015/09/28(月) 05:17 ID:XXXXXXXX
元福島原発作業員(28)が急性白血病の疑いで緊急入院
http://silvershield.link/birthdaykiki 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/09/post-5a51.html#more
https://twitter.com/cmk2wl/status/648247518388596736/photo/1
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/164468
http://silvershield.link/birthdaykiki


#福島第一に半年未満従事した方

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
福島原発事故では、ほぼ 4時間後にメルトダウンが始まったと見られている。
加圧水型原発では、わずか 22分でメルトダウンが起こる。
広瀬隆

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】
渡島・檜山地方は、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28日07:40まで有効です。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「至近距離にある桜島の噴火が、2010年から毎年1000回以上も噴火している。
一年は365日なので毎日平均3回という異常な状態にある。2014年だけ噴火回数が半分
に減ったが、逆に噴火の規模は一昨年より大きくなっているのだ。 」広瀬隆 
https://twitter.com/cmk2wl/status/648243774221475840/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3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28日06:50まで有効です。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
「川内原発のメーカーは、サンオノフレ原発と同じ「三菱重工」。再稼働した川内原

発1号機はすでに新しい蒸気発生器に交換しているが、アメリカの事故が証明した通り
、新品に交換してから大事故を起こしたのだ。つまり、もうまもなく大事故を起こす

可能性がきわめて高い、という結論になる。」広瀬隆

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月28日 05:02】
北海道地方では、これから２８日夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が非常に不安定

となる見込みです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、竜巻などの激しい突風、

https://twitter.com/cmk2wl/status/648243774221475840/photo/1


落雷、ひょうに注意してください。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
サンオノフレ原発で、三菱の蒸気発生器が事故で廃炉、

「アメリカのNRCは、メカニックな問題に関して、きわめて高度な技術的能力を持っ
ている。その頭脳集団が「三菱重工は信用ならない業者だ」と判定を下して、廃炉

になったのだから、決定的である。」広瀬隆

宇宙天気ニュース @swnews · 3時間3時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C9.3 の小規模フレアとなり、X線強度は、9月28日04:58
JST (27日19:58 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
Googleトレンド検索　日本
肺に水

肺に水が溜まる

胸に水

咳　水

息苦しい 
https://twitter.com/cmk2wl/status/648219956962656257/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
[速報] C4.1 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日03:53 JST (27
日18:53 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 · 5時間5時間前 
[速報] C4.2 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日02:46 JST (27
日17:46 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 6時間6時間前 
[速報] C4.3 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日01:49 JST (27
日16:49 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 · 7時間7時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C5.4 の小規模フレアとなり、X線強度は、9月28日00:38
JST (27日15:38 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/648219956962656257/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


#swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8 時間8 時間前 
2015年9月28日0時。#放射能の風。
何が起ってるかわからない関東一円も心配だが

http://twitter.com/hopi_domingo/status/648116281724420096 …
http://twitter.com/ST0NES/status/648128831329472512 …
北海道また韓国から風が直撃してるとき放射線量が高い。 

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[速報] M1.9 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月27日19:40 JST (27
日10:40 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13 時間13 時間前 
09月27日17時53分
桜島：噴火（噴煙：火口上1600m・海抜7900FT　昭和火口）
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150927180346_506.html
… 

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
2015年9月16日 Record China 
韓国・JTBCは、11年に起こった福島第1原発事故により、子どもの発がん率が最大50
倍にまで高まっているとの研究結果が出され、「放射能と発がんに関連はない」とし

てきた日本政府の主張が数値により覆されたと報じた。

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 
〔台風21号〕あす28日　先島諸島では猛烈な風に厳重警戒を
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150927-00000007-rescuenow-soci …
大型で非常に強い台風21号は、きょう27日16:00には石垣島の南東およそ320kmの海
上を、時速15kmの速さで西北西へ進んでいます。沖縄県の先島諸島ではきょう27日夜
…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
昨夜の桜島

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150926214334_506.html
…

http://twitter.com/hopi_domingo/status/648116281724420096
http://twitter.com/ST0NES/status/648128831329472512
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150927180346_506.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150927-00000007-rescuenow-soci
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150926214334_506.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/647981838321844224/photo/1


https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/647981838321844224/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 20時間20時間前 
名無し：09/26 21:14
臨海か爆発だってよ

http://shigepy.digi2.jp/public_html/gm10.html …

名無し：09/27 02:35
西荻窪で５μＳｖ…
すぐ傍の三鷹市でヨウ素が２桁出ていたな…

AKIRA @AKIRA23150220 · 1日1日前 

首都圏の被爆者は3,000万人だってわかってやってるの？
こんな事。

https://twitter.com/akirarituko/status/647580749973950464 …
銀行に3,000万円の借金をして、今月分の返済は、これだけですって言って1円持って
くようなものだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9月26日 
どう考えてもおかしい訳ですよね。

４基も爆発し、全国に飛散したセシウム137が「消えるまで300年かかる」今でも東電
が公式発表してるように大気中に高濃度のセシウムは漏れていて、海にも漏れ、地下

水にも漏れてる。でも報道しなくなった。異常ですよね。当時のチェルノブイリより

も異常な状態

 

http://shigepy.digi2.jp/public_html/gm10.html
https://twitter.com/akirarituko/status/647580749973950464


（９月28日）　ヤイサマ〜！　レラカムイ！

http://85358.diarynote.jp/201509281444513057/

9月28日の日記
2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

チバラギで地震がピシパシ★

(・_・;)

北海道は

高線量雷雨がビシバシ★

(-_-#)

札幌だけ（比較的）安全地帯。

(^。^;)

西風援軍が、粛々として札幌南空を通過して、道東防衛に向かって行きます…

ヤイサマ〜！レラカムイ！

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月28日20:32
　

バイトの中身はは「ぶち厄日」でございましたが、

まぁしょせん、

コップの中の嵐〜…★

┐(’〜`；)┌

http://85358.diarynote.jp/201509281444513057/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509281444513057/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509281444513057_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/201509282038184039/

札幌０.０３７μ。

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

みにさいずエルさんも危険地帯から生還したし。(^。^;)

あとのことで、

あまり文句は言わない！

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509282141494986/

あれ？(^。^;)
2015年9月28日 ダイエット コメント (1)

http://85358.diarynote.jp/201509282038184039/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509282038184039_1.jpg
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完全にカロリーオーバー（＾＾；）

…道産キャベツが新鮮ぱりぱりで美味いわ〜…♪

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月27日23:44
amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
朝食にヨーグルトを食べると太ることが判明！腸内細菌に一日中でんぷんや糖を与えると脂肪が

増加！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8499.html …
http://85358.diarynote.jp/201509282141494986/

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


（９月28日）　神経疲れすぎて熟睡できそうにない。

http://85358.diarynote.jp/201509282328211522/

札幌０.０５６μ。

2015年9月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

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

先ほど無事帰投。

神経疲れすぎて熟睡できそうにないので、少しＰＣしてから寝ますわ…

それにしても。（－－；）

さいきん色々すっかり、神経がマヒしているなぁ…★

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

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) 

http://85358.diarynote.jp/201509282328211522/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150928/85358_201509282328211522_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8


2015年09月28日（月）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 0.041 0.039 0.040 6 
07:00 0.041 0.039 0.040 6 
08:00 0.049 0.046 0.048 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6 
10:00 0.041 0.040 0.041 6 
11:00 0.042 0.040 0.041 6 
12:00 0.044 0.043 0.044 6 
13:00 0.049 0.045 0.047 6 
14:00 0.056 0.048 0.053 6 
15:00 0.051 0.044 0.047 6 
16:00 0.044 0.041 0.042 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 
18:00 0.040 0.039 0.040 6 
19:00 0.040 0.039 0.040 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.040 0.039 0.040 6

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

http://85358.diarynote.jp/201509290020041722/

茨城県常総市 0.751μSv/h／最大瞬間風速８１．１メートル／一
般人を封鎖し、特権階級を逃がすための通行止めなんだ／全員癌

で亡くなった。

2015年9月28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=0UF9QOCrfDA
http://85358.diarynote.jp/201509290020041722/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509290020041722/


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

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 分6 分前 
最近、極親しい人と話すのは「水道水は気をつけた方がいいね。そもそも海外では水

道水をガブガブ飲むこと自体が変なわけで、東京は葛飾の金町浄水所がメインで他に

埼玉など数カ所の浄水所からの水。その地域の放射線量を知ったら飲めないよな。ベ

ータ線って言ってもあいつらヨウ素131しかみてない」

宇宙天気ニュース @swnews · 32 分32 分前 
[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、9月28日22:39
JST (28日13:39 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 · 53分53分前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.1 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日22:17
JST (28日13:17 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 1時間1時間前 
2015年3月30日 茨城県常総市 0.751μSv/h
http://hakatte.jp/spot/54178 
#東電の原発事故 の汚染もうやまず、

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509290020041722_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509290020041722_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509290020041722_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://hakatte.jp/spot/54178


#JOC放射性廃棄物焼却処理 の汚染もある‥
そこでまた危険な #がれき を笠間市へ回して燃やす？
犯罪ですよ。@joso_kouhou

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
よく勘違いしてる人がいて

「桜島って昔から噴火してるよね？」という人。それは違う

最も危険な「爆発的噴火」が激増したのは3.11の2年前の2009年から。今年は史上最速
のペースで爆発的な噴火をしてる。だから九州で原発は絶対にダメ

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、 C8.1 の小規模フレアとなり、X線強度は、9月28日20:57
JST (28日11:57 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
今日、こっそり報道されてるのは

10月15日に九州の「川内原発」は、2号機も再稼働させる計画という報道。
ここを再稼働させる前には火山の専門家が「止めとけ。あぶない」と指摘していた、

今の日本で最も危険な原発から再稼働してる状態

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月28日 21:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月28日 21:00
現象：連続噴火継続

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
9月28日16時：気象庁発表
「桜島は本日28日02時33分、南岳山頂火口で噴火しました。噴煙が火口縁上2700mま
で上がり、噴煙が火口縁上2000m以上まで上がったのは、平成23年2月7日の2000mを
観測して以来です」

宇宙天気ニュース @swnews · 3時間3時間前 
[速報] C8.5 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日20:32 JST (28
日11:32 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


鳥海山 @hassann24 · 3時間3時間前 
【何か隠している雰囲気】フクイチの最終報告が提出されるＩＡＥＡ総会が、ひっそ

りと、開催されている http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=307980&g=131108 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4 時間4 時間前 
名無し：2015/09/28(月) 16:18 ID:XXXXXXXX
makotokasai
つくば市住民は、僕の言う事が嘘だと思うならつくば市役所を見て来たらいいと思う

。

正面の立派なカツラ並木がボロボロだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
9月28日
「大噴火、十分な警戒が必要。　日本火山学会が、今日から3日間の日程で開会。世界
的に見ても日本だけが、200年ほど大噴火を経験しておらず、十分な警戒が必要と注意
喚起した」

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000059494.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【沖縄地方 気象情報 2015年09月28日 19:32】
与那国町祖納では、２８日１５時４１分に南東の風８１．１メートルの最大瞬間風速

を観測し、統計開始以来の極値を更新しました。八重山地方では暴風、高波、高潮に

厳重に警戒してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
09月28日15時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が現在も継続。09時以降
の最高噴煙高度：火口上500m：海抜6000FT
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150928150139_503.html
…） 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：09/28 18:32
…ちょっと信じられないが、事故後現地調査をしていた会社の社員は、かなり死ん
でる。俺の知ってるメンバーは4年間で5人全員癌で亡くなった。癌発生部分は結構さ

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307980&g=131108
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000059494.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150928150139_503.html


まざまで大腸がん1、白血病2、胃がん1、肺がん1。全員50才以下…

amaちゃんださんがリツイート 
真実を探すブログ @kennkou1 · 6 時間6 時間前 
【必見】今日は３３年ぶりの天体ショー！巨大な月「スーパームーン」と皆既月食が

同時発生！ネット上では地球が滅ぶとのオカルト話も http://saigaijyouhou.com/blog-
entry-8177.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 7時間7時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月28日16:34 JST (28
日07:34 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【沖縄地方 気象情報 2015年09月28日 16:59】
与那国町祖納では、２８日１５時４１分に南東の風８１．１メートルの最大瞬間風速

を観測し、統計開始以来の極値を更新しました。八重山地方では暴風、高波、高潮、

土砂災害、低い土地の浸水、河川のはん濫に厳重に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月28日 15:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月28日 15:00
現象：連続噴火継続

kenji @buick54aki · 10時間10時間前 
東日本大震災でオバマ大統領が福島第1原発から80km圏内にいるアメリカ人に退避勧
告をした画像が流れた

AKIRAさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 10 時間10 時間前 
【拡散】LuckyKaoru チェルノブイリでは、4年後にも政府が決断し、強制移住をとっ
た地域がありますね…。バタバタと人々が病気になったり、死に始めたからだそう
です。 その事実、把握している人々が少ない気がします

宇宙天気ニュース @swnews · 10時間10時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M3.6 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月28日12:55
JST (28日03:55 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8177.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


#swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
09月28日：桜島
02時33分：噴火・火口上2700m
04時59分：噴火・火口上1100m
07時34分：噴火・火口上1300m
10時44分：噴火・火口上1400m
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150928105332_506.html
… 

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[記事] 2422黒点群の活動が強まって、Mクラスのフレアが2回発生しています。
http://swnews.jp #swnews

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：09/28 09:53
ikarostayuu
すぎもとゆうこさんがリツイートしました文鳥さん

３月下旬の、一般車両通行止めになった東北道を、外人を載せたバスが一杯南下して

たと、SＡの人が怒って電話してきたっけねぇ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
amaちゃんださんがリツイートしました すぎもとゆうこ
３１１メルトダウン後、通行止めにしてある東北道をアメリカ人を乗せたバスが大量

に南下したとの証言

https://twitter.com/ikarostayuu/status/648297277337964544 …
これで通行止めの本当の意味が分かる

一般人を封鎖し、特権階級を逃がすための通行止めなんだ

次に来る巨大震災でも同じことが起きる

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
測ってガイガー！ @hakatte · 9月21日 � 茨城県 ひたちなか市 
【報告】測ってガイガー！茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町 付近から 屋外 地表 1mの放
射線測定値(0.609μSv/h)が投稿されました！ http://hakatte.jp/spot/54772 #hakatta
#jp_geiger

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150928105332_506.html
http://swnews.jp/
https://twitter.com/ikarostayuu/status/648297277337964544
http://hakatte.jp/spot/54772


https://www.youtube.com/watch?v=asyvA7XjZnw
1 Hour of Celtic Elf Music 

…「眠すぎて寝付けそうにない」ので、遊んできま〜すッ
http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月29日1:04
おやすみなさい。

（＾ｗ＾）／

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=asyvA7XjZnw
file:///tmp/puboo/118516/421091/21916a860b774307f02f/book/101465/read
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（９月29日）　「私も東京で初期被曝して1ミリシーベルトを越えたので権利はある」

http://85358.diarynote.jp/201509292056015251/

「福一から汚染水が流れ続けてますが気にしない人は食べて下

さい」／病気の由来は福一での作業だろうと医師見解／「東京で

初期被曝して1ミリシーベルトを越えたので権利はある」／裁判
中死んでしまう。

2015年9月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ぅっ雹〜ッ！（＠＠；）！

札幌市白石区！２０：５９！

窓ガラスに雹だかアラレだかが当たってパチパチ言ってるなう！

！（＠＠；）！

外気温１０℃！　絶賛大嵐！

…よかった〜…（＾＾；）…★

http://85358.diarynote.jp/201509292056015251/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292056015251_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292056015251_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150929/85358_201509292056015251_3.jpg


へたに「安全策」のつもりで「夕方からバスで温泉」に行ってたら…

今ごろ、徒歩帰宅の路上で、凍死寸前になってたよ…★

AKIRA 2024さんがリツイート 
koちゃん @Tommy0827n · 11時間11時間前 
☆日本一小さな儲からない病院 〜 「病気は血液の汚染と体温の低下である」
http://s.ameblo.jp/lucky20000528/entry-11920402754.html …
手術→放射線→抗がん剤の治療法は自分の選択肢にない。

https://www.youtube.com/watch?v=QqWo5GNEqe4
Epic Music Mix 9 (1hr15) [Calm and Believe]

AKIRAさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 1時間1時間前 
戦争？ 日本がどんな状態なのかまだワカッテないのかな？
被曝被害のリアルに気づいてる人間にとっては既に『戦争中』ですよ。

安全な水・食糧が手に入らない。

子供たちは遠くへ逃がすしかないっていう。

このままじゃあと数年でボクらはゴッソリ消える。

戦争どころじゃなくなるんだっての。

…札幌０.０９６…！（＞＜ｐ）！

18:00 0.096 0.085 0.091 6 
19:00 0.086 0.063 0.073 6 
20:00 0.066 0.059 0.063 6 
21:00 0.057 0.045 0.051 6

ハル @esmhal · 12 分12 分前 
ハルさんがリツイートしました はなゆー

http://s.ameblo.jp/lucky20000528/entry-11920402754.html
https://www.youtube.com/watch?v=QqWo5GNEqe4


「風評被害」とは、根拠のない噂により害をうけること。

　「福一から汚染水が流れ続けていますが、気にしない人は食べて下さい」と表現し

た方が適切だと思う。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 50 分50 分前 
2015年9月29日 20時36分
震源地（三陸沖：Magnitude 4.7　 depth10km）
（三陸沖：11時20分：Magnitude 2.7　 depth13.8km）今日３回目。ここは不気味な
震源。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648829599304912896/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 54分54分前 
[速報] M1.6 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日20:15 JST (29
日11:15 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
半減期の短いセシウム134の方が137よりも高い数値で検出されてるという事は、福島
原発で何が起ってるか？は、予想通りの「現象」が起ってるということ。それと全ベ

ータと表記する場合、別途にトリチウムという表記が無い場合はストロンチウム。

AKIRAさんがリツイート
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 1時間1時間前 
戦争反対どころか

日本は既に未曾有の核戦争の真っ只中なんですよ。

放射能汚染した空気・水・農作物食って生き延びてんですから。

戦争中ですよ今。　　静かな静かな殺戮をやられてるんですよ。

Laila Voronin @cslaila · 1 時間1 時間前 
いずれにしてもフクイチがどれだけ危険だったかを感じられずにはいられない　明日

は福島の生業訴訟なのか　注視しなくてはならないな #jamtheworld #jwave

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
報道関係向け一斉メール

「福島第一原発：高温焼却炉建屋サンプリングラックからの漏えいについて（続報）

」

セシウム134：2.8×10の5乗Bq/L
セシウム137：1.2×10の6乗Bq/L

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648829599304912896/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


全ベータ：3.3×10の6乗Bq/L
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648811901506334720/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
東京電力：9月29日5時29分
「高温焼却炉建屋：吸着装置のサンプリングラックからの溢水：検査結果」

セシウム134：2.8×10の5乗Bq/L
セシウム137：1.2×10の6乗Bq/L
全ベータ：3.3×10の6乗Bq/L

AKIRAさんがリツイート 
tanaka kazushige @tanakakazushige · 2 時間2 時間前 
これ、やばいよ！ RT @matu923: 首都圏の放射能汚染が酷いと報告が・・。『東京都
大田区で奇形柿が大量発生⇒関東圏の土壌も放射能汚染→東京でも放射能被害が顕在

化する前兆？』 http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/11/2659.html?g=132108 … 
https://twitter.com/matu923/status/646974442388623360/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
tanaka kazushige @tanakakazushige · 2時間2時間前 
こんなの、おかしいよ！ RT @ecoiso: 完全に狂ってる『福島応援・山菜ツアー』
http://bit.ly/1VzCaI5 … 放射能汚染地域の山菜は、食品基準の１４０〜２７００倍 
https://twitter.com/tennsi21/status/613770008062132224/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 4時間4時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日17:01 JST (29
日08:01 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
2015年9月29日 17時47分
震源地（三陸沖：Magnitude 5.0　 depth10km）
プレート境界部でMが大きいのと震源が浅い。3.11アウターライズ震源域の地震
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648784934488793088/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 6時間6時間前 
[速報] M1.4 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日15:43 JST (29
日06:43 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648811901506334720/photo/1
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/11/2659.html?g=132108
https://twitter.com/matu923/status/646974442388623360/photo/1
http://bit.ly/1VzCaI5
https://twitter.com/tennsi21/status/613770008062132224/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/648784934488793088/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


宇宙天気ニュース @swnews · 6時間6時間前 
[速報] C8.7 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日15:18 JST (29
日06:18 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 · 7時間7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、9月29日14:37
JST (29日05:37 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 · 7時間7時間前 
[速報] M2.9 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日14:16 JST (29
日05:16 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 7 時間7 時間前 
【東北地方 気象情報 2015年09月29日 15:02】
急速に発達しながら日本海を北東へ進む低気圧の影響で、東北地方では１０月２日を

中心に大荒れとなるおそれがあります。暴風や高波に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月29日 15:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月29日 15:00
現象：連続噴火継続

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月29日 14:50】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月29日 14:44
現象：爆発

AKIRAさんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 7時間7時間前 
脱原発を掲げたていた人までがデモに参加して被爆を重ねている。混沌とした毎日で

鬱憤が溜まる一方、デモの活気や一体感は脳に刺激を与えてそれは楽しいだろう。そ

れをガス抜きと言うんですよ。

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日12:43 JST (29
日03:43 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【日経平均株価 １万７０００円割れ】
29日の東京株式市場は、世界経済の先行きに対する警戒感から全面安の展開となって
売り注文が広がり、日経平均株価は下落し、1万7000円を割り込みました。
http://nerv.link/LVGUHP

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[記事] 2422黒点群と2423黒点群でMクラスのフレアが4回発生しました。
http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[速報] M1.2 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日12:16 JST (29
日03:16 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

Michelle @birthdaykiki · 10時間10時間前 
Michelleさんがリツイートしました Michelle
今入院されている患者さんの中で若者の急性白血病が多く数値も同等だった為無菌室

にて容態の変化や治療を進めていたという事でした。幸いに輸血等で数値の改善が見

られ急性白血病から再生不良貧血の疑いへと。病気の由来は福一での作業だろうと医

師見解

＞Michelle@birthdaykiki 只今、病院から実家に連絡あり。急性白血病の疑いから再生
不良性貧血の疑いが強いと連絡がありました。はっきりと断言できない根拠は原因は

短期間で高線量を浴びた事で起きたであろう事は間違いないとの事ですがステージ1〜
5の確定と治療方針を最終的に決定していない為。

amaちゃんださんがリツイート 
dada @yuuraku · 13時間13時間前 � 大阪府 大阪市 福島区 
思えば昭和60年頃の高校生バイトといまの非正規の1日の収入がたいして変わらんのっ
てどういうこっちゃ。あの頃のバイトなんて愛想も技術も責任もなにもない、本当に

作業補助員ってだけやったで。いまでは正社員と同じ仕事背負わされてフルタイムで

時給800円やよ。世の中悪くなってるやんけ。

amaちゃんださんがリツイート 
森下友弥 @TomoyaMorishita · 14時間14時間前 

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://nerv.link/LVGUHP
http://swnews.jp/
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


2歳を過ぎたころには「放射能があるから砂は触れない」「葉っぱは触っちゃだめ」な
どと口にするようになったという。 りうなちゃんは去年の暮れ、脳腫瘍のために亡
くなった。すべてが突然 写真はDAYS JAPAN 2015. 10月号 

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
国勢調査を拒否すると50万円以下の罰金だが、一度も適用されたことがない
私は毎回拒否、徴兵徴用に利用される項目があり、人権侵害の疑いがある個人情報の

提出強要が憲法違反であると考えるからだ

http://kokuseichousa.web.fc2.com/kyohi.html

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
@tokaiamada ICRPで公認された数値、原子力ムラトリック裁判ですね。札幌で集団訴
訟損害賠償説明会で「私も東京で初期被曝して1ミリシーベルトを越えたので権利は
ある」と主張したら、今回は福島の人だけと省かれました。着手金6万だか7万だかで
長期だと、裁判中死んでしまうと。

cmk2wlさんがリツイート 
岩渕祐一鎌倉日記 @kamakuranittiki · 3 時間3 時間前 
@cmk2wl @etosha0824 @osanpogo5 @tokaiama以前、 飼い犬が「毎日、あまりしつ
こく自分の足を嗅ぐ」ので、気になり病院で診てもらったら「皮膚癌」で、助かった

」という実話が某誌に紹介されてました。シンパシィーのある動物なら教えてくれる

のでしょう＾＾

AKIRA 2024さんがリツイート 
Takuyoshi Fujiyama @takfjym · 9月28日 
左耳にカビ生えてるらしいです。カビ人間。

AKIRA 2024さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年2月15日 
どうなってんのこれ？ 
googleトレンド検索　わきが 足の臭い 体臭 口臭 
https://twitter.com/cmk2wl/status/434647480433512448/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 

http://kokuseichousa.web.fc2.com/kyohi.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/434647480433512448/photo/1


正造 @etosha0824 · 2014年2月15日 
@cmk2wl 　昨年あたりから明らかに体臭口臭のきつい人が増えました。診察室の空気
清浄機をハイパワーのものに交換しなくてはいけなくなりました。　　もちろん経済

状態の悪化で、洗顔入浴着替えなどが十分に出来ていない方も増加していますが、そ

れとはことなる異様な感じがしています。 cmk2wlさんがリツイート

AKIRAさんがリツイート 
naoko @naoko198210 · 8時間8時間前 

だけど、私、日本人ってすごいな〜って、思うんだ。

なんで、こんなに、放射能への恐怖がなく、暮らせる人たちなんだろうって。

放射能で免疫が落ちても、

放射能で、ガン多発してても、

放射能で、突然意識がなくなる人がいてても、

全く怖がらないんだもん。

遊んできま〜すッ♪（＾＾）♪

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

file:///tmp/puboo/118516/421091/book/101465/read


（９月29日）　アルバトーレの悲／喜劇★（＞＜；）★

http://85358.diarynote.jp/201509292316472259/

…《 ALVA 》… !!
2015年9月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

http://85358.diarynote.jp/201408102234596280/
あれ？？（＠＠；）？？

https://www.youtube.com/watch?v=lYeP8a_Y_0A
Alva Noto & Ryuichi Sakamoto Vrioon 

遊んでいる最中のＢＧＭを探していてネタが増える。というハナシ…

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=nNpIyV5LseI
Alva Noto - RA.276

（…こりゃ「好のシュミ」だな…★…）

（てか、「ほわいと・のいず」の意？）

参照：

http://85358.diarynote.jp/200911061439263731/
アルバトーレの悲／喜劇★（＞＜；）★

http://85358.diarynote.jp/200910200342564430
アルカス・ノート

http://85358.diarynote.jp/201509292316472259/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201509292316472259/
file:///tmp/puboo/118516/421091/book/101465/read
http://85358.diarynote.jp/201408102234596280/
https://www.youtube.com/watch?v=lYeP8a_Y_0A
https://www.youtube.com/watch?v=nNpIyV5LseI
http://85358.diarynote.jp/200911061439263731/
http://85358.diarynote.jp/200910200342564430


…ぅおッ！（＠＠；）！

そぉだった！ソレもあった…ッ！！
http://85358.diarynote.jp/?page=6&theme_id=243
連載　2006年12月16日 

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

（かんっぜんに…！　失念してましたわ…ッ！！）

おまけ☆

https://www.youtube.com/watch?v=fb2kW4nOkPs
Akufen - My Way (Full Album) 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月30日0:10
時間オーバー（＾＾；）

あぁ娯しかった♪

おやすみなさ〜い…☆

　（＾＾）／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月30日8:10

http://85358.diarynote.jp/?page=6&theme_id=243
https://www.youtube.com/watch?v=fb2kW4nOkPs
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（９月30日）　ワタクシ、「火星文明滅亡期に立ち会ったことある！」とか妄言して
いる「前世記憶持ち」ですが……

http://85358.diarynote.jp/201509300850076363/

回答「自発核分裂起こしています。1時間当り34
万Bq放出している。」臨界に達しないだけ。
2015年9月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

自民党ノオワリ I’m not ABE @Sakura2011JPN · 1 時間1 時間前 
アベ・・・難民支援…900億円の支援、って。今後はカネも出すし、血も流すって？
先ず、武器輸出止めろ★

原発を止めろ★

福一の垂れ流しを身体張って止めてみろ★★★

嘘しか言わない自民党など、誰が信用出来ようか？

https://twitter.com/Sakura2011JPN/status/648980867298127872/photo/1 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
こないだ、いろいろチェルノブイリの放射能汚染で亡くなった人の病理学の専門的な

文献をネットで見てたら、ロシア語の翻訳では「放射能による被曝でガンになると、

もともと免疫系が被曝で、ぶっ壊されてるので、ガン発症から亡くなるまでが、通常

のガンとは違い早い。」みたいね。なるほどねと思った。

https://www.youtube.com/watch?v=jAWZS1asqQE
Lord of the Rings - The Shire / Hobbits 1/2 (themes) 

おはようございます。

０８：１１になっちゃいました。

昨夜は源泉にたっぷり浸かったし、６時間熟睡したのに、

寝たりない、疲れてる…（－－；）…

と思いながら６：３０に仮起床、コーヒー飲んで２度寝。７時に本起床して、けっきょく昨夜

さぼった鍋料理仕込んでたらこの時間。

札幌の外気温は１１℃。晴れの予報ですがアヤシイ北強風。

ちゃっちゃと情報チェックだけしてバイトに逝きますぅ…

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09月29日（火）【前日】
01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.044 0.039 0.041 6 
03:00 0.048 0.044 0.046 6 
04:00 0.046 0.042 0.044 6 
05:00 0.043 0.042 0.042 6 
06:00 0.054 0.045 0.049 6 
07:00 0.057 0.052 0.055 6 
08:00 0.054 0.047 0.051 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6 
10:00 0.043 0.040 0.041 6 

http://85358.diarynote.jp/201509300850076363/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201509300850076363/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150930/85358_201509300850076363_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150930/85358_201509300850076363_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150930/85358_201509300850076363_3.jpg
https://twitter.com/Sakura2011JPN/status/648980867298127872/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=jAWZS1asqQE


11:00 0.052 0.049 0.050 6 
12:00 0.048 0.044 0.046 6 
13:00 0.044 0.041 0.042 6 
14:00 0.042 0.041 0.041 6 
15:00 0.046 0.044 0.045 6 
16:00 0.061 0.043 0.051 6 
17:00 0.092 0.068 0.081 6 
18:00 0.096 0.085 0.091 6 
19:00 0.086 0.063 0.073 6 
20:00 0.066 0.059 0.063 6 
21:00 0.057 0.045 0.051 6 
22:00 0.057 0.043 0.050 6 
23:00 0.058 0.053 0.056 6 
24:00 0.060 0.051 0.057 6 

2015年09月30日（水）【当日】
01:00 0.050 0.043 0.046 6 
02:00 0.044 0.042 0.043 6 
03:00 0.046 0.043 0.044 6 
04:00 0.043 0.041 0.042 6 
05:00 0.046 0.044 0.045 6

なんか今、何も無いのに左目の真ん中がピカッ！と光って被曝？した…
…！（＞＜ｐ）！…

左目、ど真ん中が視えにくい…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=rKuffEzSR3Y
Lord of the Rings - The Shire / Hobbits 2/2 (themes) 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 45分45分前 
サンマ輸出プロジェクト 輸出促進支援事業の概要（PDF
）http://docs.google.com/viewer?url=http://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-
content/uploads/2013/10/15seminar_2.pdf …
5年目‥http://twitter.com/ST0NES/status/475653148967571457 …
@irukatodouro 2011年11月根室サンマ、ベトナムへ輸出
https://twitter.com/tousekitetsu/status/362475831047630848/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 55分55分前 
2012年からアウト。http://twitter.com/irukatodouro/status/160269282746433536 …
原発事故は日本の漁業を壊滅させたのです。http://twitter.com/search?
q=%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E6%B0%B4%E7%94%A3+%E6%97%A5%E6%9C%AC+%E8%BC%B8%E5%87%BA&src=realtime=default&f=tweets
…
@raelian_masa ベトナムでもサンマは売っているのですが、近海ものなのか、もしや
日本からの輸入なのか。知りたい。

不正選挙監視団 @rigged_election · 2時間2時間前 
アメリカと共同して福一を空爆しようとする計画は事実あった。 我々は最悪の事態に
備えて準備もしていた。 http://amba.to/Xqvj9e

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
2015年9月28日
アラスカのビーチでセイウチ数百頭の大量死。

https://twitter.com/cmk2wl/status/648971485822844928/photo/1

あざらしサラダ @azarashi_salad · 2 時間2 時間前 
@simanekomama @uchida_kawasaki おはようございます、(^O^)
比べ物にならないぐらい大量にフクイチから駄々漏れだから日本政府は絶対クレーム

出来ないと思っているんです。クレームつけたらブーメラン必至。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2 時間2 時間前 
9月29日、復興庁は全国の避難者等の数を更新しました
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html …
復興庁によると、2015年9月10日現在、避難者数は19万4793人。県外避難は5万2693
人（福島4万4387人、宮城6797人、岩手1509人）。

命最優先・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 3時間3時間前 
命最優先・大山弘一さんがリツイートしました 桑ちゃん
♪　34万Bq/毎時！

https://www.youtube.com/watch?v=rKuffEzSR3Y
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-content/uploads/2013/10/15seminar_2.pdf
http://twitter.com/ST0NES/status/475653148967571457
https://twitter.com/tousekitetsu/status/362475831047630848/photo/1
http://twitter.com/irukatodouro/status/160269282746433536
http://twitter.com/search?q=%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E6%B0%B4%E7%94%A3+%E6%97%A5%E6%9C%AC+%E8%BC%B8%E5%87%BA&src=realtime=default&f=tweets
http://amba.to/Xqvj9e
https://twitter.com/cmk2wl/status/648971485822844928/photo/1
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html


♪　34万Bq/毎時！
これって福一事故原発全体かの

現在の大気への放出量ですか？

これから北風が吹く季節、

直近の楢葉町に妊婦さんや幼児などが居たら大変ですね。 
＞桑ちゃん@namiekuwabara 
昨日行なわれた県外避難者向け講習会（関係者以外シャットアウト会）、私があらか

じめ質問事項を伝えておいたもので「今でも壊れた原子炉核分裂起していますよね？

」に対する回答「自発核分裂起こしています。1時間当り34万Bq放出している。」との
回答えました。臨界に達しないだけですね。

＞桑ちゃん @namiekuwabara · 9月28日 
今でも核分裂起しておる近くの地域に帰還させたり学校作ったり正気の沙汰とは思え

ない行動してるんですね。金でそれに協力する帰還者もいるというから呆れてしまう

現実がある。賠償金減らし隊、経済優先主義は善意の心を持ち合わせていては出来な

い行動ですね。「悪魔の党」が支配する世界！

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
何ヶ月ぶりだろう…。濃霧警報と海上濃霧警報とが日本と近海に出ていない。
各地の湿度も 311前並みに戻っている。空が見える？
何かをやるならタイミングとしてはいいかも（いつ臨界するかわからないけど） 

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月30日04:24 JST (29
日19:24 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
写真はコアホウドリのヒナ。

親鳥によりプラスチックを与えられ、それを吐き出すことができなかった。

https://twitter.com/cmk2wl/status/648941062287835136/photo/1
自分の子供に放射能で同じことをしていない？

給食？それをどうするって？ 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
bo @jackiemopsy · 5時間5時間前 
’Barbapapa’ spikes in Hokkaido.
#Tomari ? 
MT @ST0NES
#Fukushima
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 6 時間6 時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月30日 03:02】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月30日 03:00
現象：連続噴火継続

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
gurico03 @gurico234 · 6時間6時間前 
“@ST0NES: 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

http://twitter.com/ST0NES/status/630510044161818624 …
9:49 am 10 Aug 2015
@tokaiamada 韓国の原発が大事故を？”

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 
[速報] C5.0 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月30日02:42 JST (29
日17:42 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 
gurico03 @gurico234 · 6時間6時間前 
“@ST0NES: 北海道だけ狙われてるわけではないとおもうがF1の汚染あまり風で流れ
て日本海側の直風で放射線量が上昇。9月17日〜
http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93+%23%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%AE%E9%A2%A8&src=realtime=default&f=tweets
…
これか？北で兵器級プルトニウム供給源の原子炉を再稼働

http://newspicks.com/news/1158423/ ”

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
またもや地中からサイコロ状に加工された？光る物体を吊りあげている。

2015.09.29.@TEPCO_Nuclear F1

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/648941062287835136/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/630510044161818624
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93+%23%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%AE%E9%A2%A8&src=realtime=default&f=tweets
http://newspicks.com/news/1158423/


http://www.youtube.com/watch?v=hh6-USUtgHM …
前回の位置より左。1号機の脇。なぜ建屋の向こう側へ隠すのか？ 

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT300UP】 こんなにも美しかった。33年ぶりのスーパームーン＆皆既月食コラボ、
ブラッドムーンの画像・動画まとめ（随時追加）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201720.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/648890024214134784/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
#放射能の風。関東は連日ひどい。では日本海側の汚染はF1経由？大陸から吹く風が28
日からつづいているのに？http://twitter.com/ST0NES/status/648415917789986817 …
日本の閨閥の関係が技術提携してるらしき北朝鮮の核兵器製造の原子炉による汚

染か‥。 
https://twitter.com/ST0NES/status/648884926188654592/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
秋田も。山形も。そして新潟も。似たような時間帯に放射線量の変動が激しい。

2015年9月29日。稲刈りあとの稲原を心ない爺さん婆さんが燃やしてる？
http://twitter.com/ST0NES/status/648629136173338624 …
そうじゃないだろ。なにかある。なんだ？ 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
なんじゃ今日の北海道わっ?!
あちこち山に谷に異常な�上昇‥なにが起ってるんだ？
汚染源はF1や #泊原発 も含め、あらゆる角度から疑え！
http://twitter.com/ST0NES/status/648861800805478401 …
http://twitter.com/ST0NES/status/648871355929116672 … 
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1

どるぴん @carapowa1 · 9時間9時間前 
@snoopymaygon @orange519827 このままフクイチが半永久的に放出していけば、東
京は福島並みに、九州が東京並みに汚染されてていくように、数年後とか10年後とか
には欧州の汚染も酷くなるのは確実でチェルノの下地が濃い欧州は特に被害が甚大な

ものになると思います。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
2015年9月中旬〜下旬。その後は韓国で何かあった？という情報は‥
http://translate.google.com/translate?
hl=&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.thenational.ae%2Fuae%2Fuaes-barakah-
nuclear-plant-reaches-construction-milestone&sandbox=1 …
http://translate.google.com/translate?
hl=&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.khaleejtimes.com%2Fbusiness%2Fenergy%2Fconstruction-
of-nuclear-plant-on-track-steam-generators-set-up&sandbox=1 …
アラブ首長国連邦へ原子炉を輸出したという話のほか

今のところとくにない。となると？ここ最近の日本海側を抜ける汚染は？

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
くるみのめ @kuwa39 · 9 時間9 時間前 
くるみのめさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
魚はまさにロシアンルーレット。

いつ汚染玉に撃たれるかはあなたの運次第。

でも、こどもには与えないでね。

そんな恐ろしいゲームの行く末を。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
下町のリリアン @ririan10043 · 9時間9時間前 
北海道の空間線量 
https://twitter.com/ririan10043/status/648869821514313728/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
byebyetokyo2 @byebyetokyo2 · 9時間9時間前 
@jumpilikeyou 職場では風邪で休んでいる人多数。聞けば学級閉鎖も。まだ9月なんだ
けど

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
ストロンチウムは膵臓を犯すと言う

魚のストロンチウムの検査もしてない。福島原発が爆発直後から海へストロンチウム

が桁違いで漏れてるけど検査していない。ときどき検査してもストロンチウムが蓄積

しやすい「骨、内蔵」は取っての検査。去年、藤巻さんも、あっという間に膵臓をや

られて亡くなった

http://www.youtube.com/watch?v=hh6-USUtgHM
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201720.html
https://twitter.com/karapaia/status/648890024214134784/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/648415917789986817
https://twitter.com/ST0NES/status/648884926188654592/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/648629136173338624
http://twitter.com/ST0NES/status/648861800805478401
http://twitter.com/ST0NES/status/648871355929116672
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1
http://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.thenational.ae%2Fuae%2Fuaes-barakah-nuclear-plant-reaches-construction-milestone&sandbox=1
http://translate.google.com/translate?hl=&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.khaleejtimes.com%2Fbusiness%2Fenergy%2Fconstruction-of-nuclear-plant-on-track-steam-generators-set-up&sandbox=1
https://twitter.com/ririan10043/status/648869821514313728/photo/1


bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
なに？築地で黄金のサンマ？そりゃ、#東電の原発事故 による酷い海洋汚染で被曝して
細胞の色素が落ちてるんだろ。くえません。カネもらっても食べません。@yamayossi
新潟県の佐渡でも奇形→http://onodekita.sblo.jp/article/57510646.html … 
https://twitter.com/ST0NES/status/648857327362142210/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 10時間10時間前 
[速報] C4.6 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日22:04 JST (29
日13:04 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
某大手の国産ビールも線量の高い地域で製造してますよね。あれ良いのかな？2011年
原発事故後の夏に、問い合せたら「製造には地下水を使ってます」と回答が来て、も

うそれ以来、そのメーカーは購入してない。というか東京に流通してるのは、製造工

場が無理と判断し、2011年秋から購入していない

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[速報] M1.6 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月29日20:15 JST (29
日11:15 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

amaちゃんだ @tokaiamada · 14 時間14 時間前 
@namiekuwabara @Anti_Jigokudama 9月20日頃、測定した茨城の方の尿か
らTe129mピークが検出されている
自発核分裂でなく、臨界核分裂が散発的に起きている証拠

Michelle @birthdaykiki · 20 時間20 時間前 
再生不良性貧血でネット検索するとここ数年の記事が目に付きます。先天性 後天性と
あるようですが福島第一原発から出ている湯気の様な霧の様な蒸気。この病気の原因

にカビによる...という話しもあるそうですが。福一から蒸発してるモヤでカビが増えて
いるという話しも聞きます。注意されたし。

Michelle @birthdaykiki · 21時間21時間前 
今入院されている患者さんの中で若者の急性白血病が多く数値も同等だった為無菌室

にて容態の変化や治療を進めていたという事でした。幸いに輸血等で数値の改善が見

られ急性白血病から再生不良貧血の疑いへと。病気の由来は福一での作業だろうと医

師見解

bit.ly /WotNukes@ST0NES 2015年9月29日。
なんですかね？これ。

#泊原発 で何かやってる？@Official_HEPCO
http://twitter.com/ST0NES/status/647212618273288196 …
おまえらも評判わるいな。北海道電力㈱

http://twitter.com/search?
q=HEPCO+%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=realtime=default&f=tweets
…
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
パイク @paiku1 · 8月14日 
そう言う事か。もう日本に安全地帯は無いRT 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 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
--- @oldblue2012 · 8月8日 
韓国南西部のハンビッ原発2号機、冷却材ポンプ異常で停止（WoW!Korea）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000001-wow-kr …
8日午前2時59分
原子炉冷却材ポンプの部品の故障により遮断機が解放されて停止し、その過程で故障

した部品から煙が発生した

Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 2012年10月30日 
@koharanana 様　サンマ、Cs計で25Bq/kg出た検査結果があるようです。回遊魚は、
非常に恐ろしいです。ウラン238で猛烈に汚染されていると思います。

http://onodekita.sblo.jp/article/57510646.html
https://twitter.com/ST0NES/status/648857327362142210/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://twitter.com/ST0NES/status/647212618273288196
http://twitter.com/search?q=HEPCO+%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=realtime=default&f=tweets
https://twitter.com/ST0NES/status/648873538489745408/photo/1
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.arirang.co.kr%2FNews%2FNews_View.asp%3Fnseq%3D182134&tl=ja
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000001-wow-kr


https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT300UP】 「これは序章である」NASA、火星に液体の水が流れている証拠を発見
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52201688.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/648849762687410177/photo/1

…「火星か…　なにもかも、みな、なつかしい…」

…ｗ（ーー；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201012301104199957/

……あはははは……☆ｗ（＾◇＾；）ｗ

　ワタクシ、「火星文明滅亡期に立ち会ったことある！」とか妄言している「前世記

憶持ち」ですが……

　なにか？

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月30日9:01
とりあえず、バイトに逝ってきます…
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（９月30日）　昨日の被曝分で制ガン発熱中。ヽ（・＿・；）ノ

http://85358.diarynote.jp/201509301446264466/

くまむしモード。(^_^;)
2015年9月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

案の定、昨日の被曝分で制ガン発熱中。ヽ（・＿・；）ノ

間脳さんと副交換神経系さんが「作業の邪魔だから大脳は寝てて！」と

御主張あそばされているのだが…

(・ω・;)(;・ω・)

…すまんね。(^_^;)

役立たずでお荷物さんなヤン・ウェンリーかオマエは？な大脳さんは、こう見えても、糊口を凌

ぐための、

出稼ぎバイト中なんだよ…？

┐(’〜`；)┌

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月30日14:57
被曝厄除け護符がわりに

めいにゃん様々！(^。^;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月30日23:49

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 4月23日 
キセノン・クリプトンなどの希ガスも白血病の原因。もちろん、トリチウムだってそう。炭素１

４だってあるし、そもそも西日本でも樹木が弱ったり、枯れたりしているのだから、雨には絶対

に子供を当ててはダメだ。野球・サッカーなどは論外。運動は屋内で。日本では、放射能雨が未

来永劫降り続くわけで

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201509301500152519/

美味い旨い。(*^_^*)
2015年9月30日 グルメ
　

お昼ごパン♪

（１日１個だけだよ？）

前項、

この写真にするべきだったなｗ
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（９月30日）　「大難を小難にしていただいている」

http://85358.diarynote.jp/201509302333091465/

F1地下でまた大規模な再臨界／保育園で16.271μSv/h／「まいっ
たわ。検査したら急性骨髄性白血病だってさ。緊急入院」／夫婦

で発症し1か月後に亡くなった／「これ、放射能が原因か？」

2015年9月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

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

…おはようございま…ちがった。
（＾＾；）おばんです。２３：１０です…。

本日もちょこまかと苛苛させられるプチ厄日。ではありましたが…
…（〜〜；）…

地球の現状を省みるに、「大難を小難にしていただいている」と、

言葉もなく感謝するしかない日々…（－－；）…。

すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 15時間15時間前 
すぎもとゆうこさんがリツイートしました cmk2wl
福一の垂れ流しが海流でどんどん汚染を酷くしてるんですね。ごめんね、人間も後か

ら続いて行くからね。 

http://85358.diarynote.jp/201509302333091465/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150930/85358_201509302333091465_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150930/85358_201509302333091465_2.jpg
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＞cmk2wl@cmk2wl 2015年9月28日
アラスカのビーチでセイウチ数百頭の大量死。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/648971485822844928/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年8月30日 
福島事故で初期に大量の放出があったクリプトンやキセノンは、視神経に作用して失

明を引き起こす。蓄積しない希ガスだとあなどってはいけない。化粧品やシャンプー

リンスにもくっつく。

https://www.youtube.com/watch?v=bK_ga3pd1mI
Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl Soundtrack 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9分9分前 
じょうだんぬき、ばかプーチン！@PutinRF；@PutinRF_Eng
ほんとに殺っちまったらしい。

http://twitter.com/search?q=Homs&src=tren …
※あんいにクリックしないでください。

空爆直後で子供が殺害された画像が多いです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
S. Amano @LuckySkyfield · 26分26分前 
都会人はイチゴもろくに知らんのか・・・　RT @sohbunshu: 風評とは聞きたくない
事実。捏造とは見たくない現実。@onodekita このイチゴの奇形は、よほど困るらしい
。雲霞のように押し寄せてきている。実際にものがあるのに　 
https://twitter.com/onodekita/status/440676943747239937/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 41 分41 分前 
[速報] M1.1 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月30日22:20 JST (30
日13:20 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 47分47分前 
栗は全国どこのものもほぼベクレています。過去には和歌山の梅からも検出されま

した。小麦·大豆も危険なので余命を延ばしたい人は外食と水道水に注意をして産地を

https://twitter.com/cmk2wl/status/648971485822844928/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=bK_ga3pd1mI
http://twitter.com/search?q=Homs&src=tren
https://twitter.com/onodekita/status/440676943747239937/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


厳選するしかありません。大麦や米もベクレたのでビール焼酎日本酒も危険です。

特務機関NERV @UN_NERV · 49 分49 分前 
【ロシア シリアで空爆を開始】
ロシア国防省の報道官は30日、インターファクス通信に対して、シリアにある過激派
組織IS=イスラミックステートの拠点に空爆を開始したことを明らかにしました。
http://nerv.link/Eoq3z4

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 1時間1時間前 
"ryumu: 大日のくら寿司前に救急車2台と消防車"
#破壊線
#寿司線
大盛況です。

医療機関が

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
キチガイ医 @touyoui · 1時間1時間前 
ついに来た？

報道されたんかいな？ http://fb.me/7PPTHHK2K

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
変だと思いますよね。

朝っぱらからテレビをつければ、くだらない番組でも「日本人のガン患者は増えて

ます。生活習慣と高齢化が原因です」なんて、御用医師が連日のように胡散臭い解説

をしてる。まわりを見ても、ガンと診断され、あっという間に亡くなる現象が増え

てる。ネットを見ても増えてる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
2011年の夏までは、YOUTUBEにあった「チェルノブイリ原発事故当時の日本の報道
」が、次々削除されてる。当時は日テレでも連日のように報道してた。「なんで住民

に放射能汚染の事を言わないのか？子供は見殺しですね」みたいな、23時の報道でよ
くやってた。それが今は、どうだ。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
明け方から #東電の原発事故 現場
でhttp://twitter.com/ST0NES/status/649194885526872064 …

http://nerv.link/Eoq3z4
http://fb.me/7PPTHHK2K
http://twitter.com/ST0NES/status/649194885526872064


オカシナ現象があった日の午後に周辺の放射線量が急上昇

再臨界を立証する裏技‥鼻血検索http://twitter.com/search?
q=%E9%BC%BB%E8%A1%80+until:2038-01-19&src=realtime=default&f=tweets …
どの時間帯に集中？

https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649116678505140224/photo/1

ジョージ @GeorgeBowWow · 2時間2時間前 
ジョージさんがリツイートしました Mペッコ
2号機の核燃料が100%溶けた！？
報道では初耳。

知ってたけど。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
原発推進のICRPでさえ、こう言ってますね
「毎日1〜10ベクレルの低汚染の食品を長期間、食べる事が最も危険である」そうい
うデータ。いわゆる低線量被曝が危険だということ。毎日食べる米が、汚染されてい

た場合、自殺行為」と警告してる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649201154090401793/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
毎日、食べるもの、飲むもの

内部被曝で気をつける事は「毎日、食べるお米と水」

パンの人なら小麦粉の産地と製造工場の水。『毎日、身体に摂取するもの』は、厳重

に注意した方が良いですね。あとで文句いっても誰も責任を取らない。自己責任です 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました とん＆みー
病院、介護施設でも結核を発症する人が増えたみたいですね

結核なんていう感染病は、昔の日本で多かったようですが、原発事故後に不自然に報

道が多くなってる。ガンも同様、内部被曝で免疫系がやられ、体力が持たないんでし

ょうね。だからすぐ死ぬ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
ツイッターには様々なドラマがある

去年、たまたま見た人。ツイートは連日のように体調が悪いと呟いていて「まいっ

たわ。検査したら急性骨髄性白血病だってさ。緊急入院」　その後も病棟での孤独の

呟き。放射能の事など気にしないような人だったみたいだけど「これ、放射能が原

http://twitter.com/search?q=%E9%BC%BB%E8%A1%80+until:2038-01-19&src=realtime=default&f=tweets
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649116678505140224/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649201154090401793/photo/1


因か？」と変わってきた

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3時間3時間前 
明け方、#共用プール の方向でバチバチ光ったあとの紫の発光現象‥
http://www.youtube.com/watch?v=tN8N9VCu7Sc&t=31s …
強烈な放射性ヨウ素かも。以前にもあった。3月、6月。
http://twitter.com/ST0NES/status/607182923435884546 …
カメラのレンズに朝陽が反射しただけ？工作員モドキが言いそうだな。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
咳が２週間以上、止まらないのは結核の疑い。

死にたくないなら、念のため、病院へ急いでくださいね。発症したら、あっけない。

あっと言うまですよ。もし誰か感染した場合、一緒に住んでる家族も隔離病棟へ入れ

られ、感染の有無の検査がある。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3時間3時間前 
2015.09.30.@TEPCO_Nuclear;F1（次の時間帯）http://www.youtube.com/watch?
v=tN8N9VCu7Sc …
朝からまた謎の光る物体（ガラス固化体された燃料デブリ？）を吊りあげ、すかさず

隠す。その後3号機あたりで強い放射線が朝陽の反射で紫色に蠢いてる。線量もあがる
はずだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
結核

今年の春ごろからラジオなどで、なんだか不自然に注意喚起してる結核。2012年ごろ
病院などで感染拡大という報道があった感染病。２年前、北関東の親戚が夫婦で発症

し1か月後に亡くなった。昨日、46才の女性が亡くなった。幸い、家族は無事 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3時間3時間前 
2015.09.30.@TEPCO_Nuclear;F1
http://www.youtube.com/watch?v=uplzIsz1zac …
深夜、建屋の向こうで左右に行ったり来たりは投光器かもしれないが

明け方、3号機と #共用プール の間でバチバチ光ってるのは何だ？ 

宇宙天気ニュース @swnews · 3 時間3 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M1.3 の中規模フレアとなり、X線強度は、9月30日19:59
JST (30日10:59 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …

http://www.youtube.com/watch?v=tN8N9VCu7Sc&t=31s
http://twitter.com/ST0NES/status/607182923435884546
http://www.youtube.com/watch?v=tN8N9VCu7Sc
http://www.youtube.com/watch?v=uplzIsz1zac
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


#swnews

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 3時間3時間前 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊さんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
ＲＴやっぱF1地下でまた大規模な再臨界か。実際は2倍か3倍だろ。 常に数値は誤魔化
しているからな。おまえら。 2015-09-30 14:20急上昇を確
認http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/ 16.271μSv/h 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4 時間4 時間前 
@snoopymaygon 
同じタイミングで、9/29〜犬吠埼が紫色再発し9/30も継続してます
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/649026176279646208 …
9/25フクイチ火焔と赤光
https://m.youtube.com/watch?v=1fW726eEX-g … 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 5時間5時間前 
やっぱF1地下でまた大規模な再臨界か。実際は2倍か3倍だろ。
常に数値は誤魔化しているからな。おまえら。@gensiryokukisei
@2ch_NPP_info 2015-09-30 14:20急上昇を確認http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/ 
16.271μSv/h

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
報道関係向け一斉メール

東電「本日、9月30日：汚染水タンクからの高濃度汚染水漏れについて」
東電の言う（水）とは、汚染水タンク内の高線量のベータ線核種。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649162317230309376/photo/1

パイプの煙(反原発＝新アカウント復活) @pipenokemuri2 · 5時間5時間前 
福一から６０キロ福島市内でこれ測定可能日からですら１万倍だもんな！核物質の種

類ですら雑多にスゴ不思議！@onodekita 核実験最盛期の数10倍の放射能が降下…健康
被害は一切起きていない不思議な地域 @yosinari123168 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：09/30 18:23
ミュージシャンのＤＥＬＩさんが撮影した郡山の映像（2μSvで花見）、東京の電車

http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/649026176279646208
https://m.youtube.com/watch?v=1fW726eEX-g
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649162317230309376/photo/1


内（1μSv）の映像アメリカ人達に見せた。全員が叫び声を上げ、吐き気をもよおす女
性も…
瓦礫拡散の話をしたら「日本人は自殺する気か？」と正気を疑う

それが世界の目だ

AKIRA 2024さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 7時間7時間前 
岡山大学医学部の大学院生が、卒業論文で癌で亡くなる患者の原因を調べた。それに

よると80%以上の人が、免疫力が極端に低下し、雑菌等の汚染で全身がカビに覆われ
て死ぬという実体が判明した。その論文を学部長に見せたところ、「とんでもないも

のを書いた！」と言ってそれを 破り捨てた。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年09月30日 16:40】
北海道地方では、１０月１日夜から３日にかけて、急速に発達する低気圧の影響で非

常に強い風が吹き、大荒れの天気となるでしょう。暴風や高波、大雨による低い土地

の浸水に警戒してください。

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：09/30 14:36
2015-09-30 14:20:00に[福島：県中]-[郡山市]-[（医）明信会今泉西病院 トモロ保育園]で
急上昇を確認しました16.271μSv/h (通常平均0.176μSv/h)
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/

AKIRA 2024さんがリツイート 
misaki No@liamisak_ · 9時間9時間前 
“チェルノブイリでは、300〜400km圏内の方が、100〜200km圏内よりも病気の発症が
多かった。廃村が多いのもその地帯。空を舞って遠くまで飛ぶものの方が、粒子が細

かい。組織に入り込みやすく、より深刻な症状を引き起こす。野呂美加”
さて、出っぱなしだと、何キロ！？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
それが今も‥ですね。@cmk2wl 福島の空間線量計が急に跳ね上がるのは希ガス類だと
思う。 再臨界していて、キセノンやクリプトンを放出して、それが高い濃度で流れて
いく。そして急速に希釈拡散されるので、他の線量計に影響しない。

次に住民を待ち受けているのは集団失明に白内障…2013

http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/


AKIRA 2024さんがリツイート 
ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 9時間9時間前 
『東京水道水が３１１直後の検出限界値から、

今は更に、３倍の0.6Bq/kgに引き上げられていた』
⇒ http://amba.to/1FHhSI3 
実際には時々0.2Bq/kg以上出ていると我々は考えておくべき。
真相が明らかになった時、不検出の範囲内といい訳出来るからです。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
群馬県、新潟県の県境の2000m級の山岳地帯に大量の放射性物質が降り積もって雪解
けとともに下流域に下りてくる。2012年
http://twitter.com/ST0NES/status/245920013758889984 …
http://twitter.com/ST0NES/status/298070991035305984 …
なぜ目を逸らす？

AKIRA 2024さんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 10時間10時間前 
私にとって、クリは、この世で一番好きな食べ物「だった」。

生で入手できると、一晩で数十個の皮をむき、コメと同量になるレベルまで大量に入

れて炊き上げたクリご飯が、一番好き「だった」。

4年前からは、この季節が来ても気が滅入るだけだ。
原発事故で、クリの汚染は深刻だからだ。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
埼玉も新潟もです。山脈の雪解け水で河川も汚染。@datesinnosuke福島とその周辺の
農産物の放射能の危険性について指摘してはいけないような雰囲気が怖い。福島はお

ろか栃木、茨城、宮城、群馬、千葉も危険。我が故郷の長野すらグレーゾーン。私は

そう思う。応援は食べてするのではない。

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[記事] Mクラスフレアが9回発生し、2422、2423黒点群の活発な活動が続いています。
http://swnews.jp #swnews

AKIRA 2024さんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 12時間12時間前 
東京都は恥ずかし気もなく、このベクレ水を東京のおいしい水として、広く販売し続

http://amba.to/1FHhSI3
http://twitter.com/ST0NES/status/245920013758889984
http://twitter.com/ST0NES/status/298070991035305984
http://swnews.jp/


けてる。痴呆入った大バカ野郎。 @cdcreationinc1 @tokaiamada 東京都水道局の現在
の検出限界値はCs-137でおおむね0.6Bq/kg程度になってます。すべてND表示です。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2015年09月30日 09:03】
火山：諏訪之瀬島

日時：2015年09月30日 08:59
現象：爆発

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2015年09月30日 09:01】
火山：阿蘇山

日時：2015年09月30日 09:00
現象：連続噴火継続

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
2015年09月30日：09時19分
箱根　大湧谷

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649018111744565249/photo/1
平成２７年９月２５日１６時 気象庁地震火山部（箱根山 火山の状況に関する解説情報
第１３７号：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150925160250.html …）

AKIRA 2024さんがリツイート 
天野邊 あまのほとり @hotori · 9月29日 
大丈夫かなって私も思ってたけど、エビデンスが溜まっていくにつれてこれはヤバい

んじゃないかとだんだん思ってる。

お金持ちとリテラシ高い人たち、それとなくみんな西日本方面に引っ越してるよな。

残ってるの移動の自由を経済的に奪われた奴隷と、深く考えない人だけっぽい。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 9月28日 
ほとんどの癌患者が免疫力がなくなるのは抗癌剤や放射線治療などにより、免疫細胞

のリンパ球などがゼロの状態になるため、最後は感染症に全身を侵されて亡くなる。

忌野清志郎が無菌室で亡くなったのも癌治療で免疫力低下による感染症らしい。

https://www.youtube.com/watch?v=Qluz-dUoWyk

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649018111744565249/photo/1
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_03_20150925160250.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qluz-dUoWyk


Best Of Pirates of Caribbean Soundtracks 

cmk2wlさんがリツイート 
放射脳な日々【生活の党と山本太郎となか… @je_elu_ul · 8月24日 
cmk2wlさんの水式空気清浄機。
ＤＩＹ音痴なので水を張ったバケツと扇風機で試してみたら、翌朝、ここ数日続いて

いた頭痛や腰痛がなくなった。

水は希ガスを吸着する。

コップ等にいれっぱなしにした飲み物は口にしない方が無難。

ペットの水はそうなりがちなので気をつけてあげること！

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月1日0:12
…「遊びに行く」時間がなくなった…
…（ＴoＴ；）…

寝ますぅ…
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（５月⒕日）　人口の約 6%はDNA損傷を識別し修復を可能にする機構が無効になった
遺伝子である。トリチウムによる催奇形性の確率は、致死性癌の確率の6倍。

http://85358.diarynote.jp/201509142255343892/

年収２５００万円／人間がどんどんおかしくなって数も減って核

施設の管理ができなくなって次々に爆発して全ての放射性物質が

環境に出てきた時、生き残れる生物なんているのだろうか？

2015年9月14日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (4)

　

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【翁長知事 埋め立て承認の取り消し手続き 正式表明】
沖縄県の翁長知事は、アメリカ軍普天間基地の移設計画を巡って、仲井真前知事が行

った移設先となる名護市辺野古沖の埋め立て承認の取り消しに向けた手続きに入るこ

とを、正式に表明しました。

http://nerv.link/g6Wwsi

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【NHKニュース速報 10:03】
沖縄・辺野古沖の埋め立て承認

知事が取り消し手続き開始を表明

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

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 32分32分前 
やっぱり国会前で、公務執行妨害で逮捕者が出てるみたいね

そんな事だけ、デカデカと９時のNHKニュースで報道してるよ。どうなってんだろね
。国会前で反対してる人は「犯罪者しかいない」みたい言い方だったね。このNHKの
９時ニュースのお姉さん、どうなってんだ。年収2500万円らしいね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201509142255343892/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://85358.diarynote.jp/201509142255343892/
http://nerv.link/g6Wwsi
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw


今日のラジオで

獨協大学経済学部教授：森永さん『総裁選をやらなかったのには、いろいろ裏がある

。かなりの圧力があったみたい。あべさんに逆らうような議員は、次の選挙で「自民

党公認」を受けられなくなる。つまり国会議員としての職を失う』

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
国会前。安保法案反対の抗議集会。

作家の大江健三郎さん、日本弁護士会がスピーチのあと、野党議員たちが過剰警備の

警察官に抗議する大混乱の状態。

IWJライブ：http://iwj.co.jp/channels/main/channel.php?CN=4 …

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
人間がどんどんおかしくなって数も減って、核関連施設の管理ができなくなって、次

々に爆発して、全ての放射性物質が環境に出てきた時、生き残れる生物なんているの

だろうか？カビだって藻類だって難しい。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
ある時、突然に人類が絶滅するってこともあるんだろうね。

スレッショルドを超えて、放射線に対して弱いひとから。「人口の約 6%はDNA損傷を
識別し修復を可能にする機構が無効になった遺伝子である。これらの人々は放射線に

対して著しくより敏感である。」ヨーロッパ放射線防護委員会

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
hidy71 @hidy71 · 4時間4時間前 
山崎製パン「ランチパック」「芳醇」、発がん性物質指定の添加物使用、厚労省が表

示要請 http://biz-journal.jp/2015/09/post_11512.html … @biz_journalさんから

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 4時間4時間前 
よく見てみな

911ＷＴＣに飛行機が突っ込んでいる動画、突っ込んでいない動画。
どっちを信じる？

http://www.youtube.com/watch?v=NpUKM0MFNaM …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 7時間7時間前 
F1排気塔が倒れるまえに
http://twitter.com/ST0NES/status/643317868424134656 …

http://iwj.co.jp/channels/main/channel.php?CN=4
http://biz-journal.jp/2015/09/post_11512.html
http://www.youtube.com/watch?v=NpUKM0MFNaM
http://twitter.com/ST0NES/status/643317868424134656


大勢の国民が内部被曝の #累積 の悪化で倒れている。
生き残っても原発作業員か‥

#マイナンバー は悪魔の刻印。
http://twitter.com/ST0NES/status/643315368820260864 …
https://twitter.com/lot49213749/status/563448690409750530/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
amaちゃんださんがリツイートしました ワンコフル♪ワールド
山形市長選　事前に自公候補者の圧倒的不利が報道されながら逆転当選

「これはおかしい！」　と思ってたら、やはり不正選挙だった！

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
「ローレンス・リヴァモア国立核研究所での研究では、トリチウムによる催奇形性の

確率は、致死性癌の確率の6倍。次世代に奇形を生み出す影響が非常に大きいと、重大
な警告が出されている。大量に放出されているトリチウムは、ほとんどの人が無意識

に体内に取りこんでいる危険な状態にある。」広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
この国は治山治水もろくにできない。

重機やコンクリートや土木技術が発達しても何もできはしない。

川の流れすらコントロールできないのに、地震や津波で原発が無事でいられるわけも

なく、実際に福島原発は爆発してしまった。

それでもまだやるの？

amaちゃんださんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 9月13日 
悲しいですね…
　この国の支配者層はどーあっても

日本の国土を、日本民族を滅ぼしたいのですね

#原発事故は収束どころか広がっています
#海洋汚染
@698yakyu2424 
原ノ町に住むおばが 川を流れている 見たっていってた 
https://twitter.com/xciroxjp/status/643062983736754178/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
t_m #NoNukes @t_m_tweet · 2013年4月14日 

http://twitter.com/ST0NES/status/643315368820260864
https://twitter.com/lot49213749/status/563448690409750530/photo/1
https://twitter.com/xciroxjp/status/643062983736754178/photo/1


枝野は家族をシンガポールに逃がしたとの噂は誰も否定しないし、蓮舫は子どもを海

外へ送り出したと自らツイート。何が起きているかは明らかだ。nhkでも僅かな良心？
が↓の放送をしていた。

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）

bit.ly /WotNukes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 
政治変えるにしても、健康でなければ始まりませんね。

政治変えたければ、汚染地域でどんなことするよりも

効果があるのは、移住する事です。

例えどんな政治になったとしても

汚染地域には、安全はないんですからね。

https://www.youtube.com/watch?v=zGXgGq-5sD8
０からの始まり　KOKIA　[FFⅦ AC ED]
 
    
 

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23:13
　

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3時間3時間前 
#6文字で人を不安にさせろ

　　　　ヤマザキパン

https://www.youtube.com/watch?v=-NqDV5KzT24
https://www.youtube.com/watch?v=zGXgGq-5sD8
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9月15日8:00
　

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
読売、産経の安保法制報道に「異常すぎる」の声！ 池上彰は「朝日より問題」、斎藤美奈子は「
特高警察風」と

http://lite-ra.com/2015/09/post-1480.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
山本太郎議員が日米地位協定を「売国条約」と指摘⇒安倍首相や委員長が大激怒！異例の注意喚

起で謝罪へ！「不適切な発言」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8002.html …
正しい指摘をすると謝罪が必要なのか？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月21日12:48

AKIRA 2024さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 5時間5時間前 
生活に余裕がないといいますが、何故余裕がないのか？不思議な世界です。強欲しすぎません

かね。見栄なのですかね。私は見ていてほとほと呆れています。最近、FB/TWもやめようかとIT
から手を引こうかとも考えている。情報など要らない。自然の本能だけで充分な世界に戻りたい

。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年9月25日10:31
　

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
選挙に行くということは、「システムに合意」したんだよね？違うの？

その結果の増税や値上げにも従うんでしょ？違うの？

サインしたわけでもないのに、契約させられてるんじゃないの？
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（９月19日）　いま自分自身が どう生きたいのか？　のこりすくない生涯を大切にし
てください。

http://85358.diarynote.jp/201509192308249196/

「トーキョー戒厳令」／フレコンバッグが流れた新田川は飯舘か

ら南相馬を経て太平洋へとつながっている。

2015年9月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=tbL5JpwHrJU
陣内大蔵 - Nice days again 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 分8 分前 
09月19日21時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火 継続。（9月14日09時43分に発生した噴火が、現在も噴火中。
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20150919210011_503.html
…）　噴煙：火口上500m（海抜6000FT）

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201509192308249196/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20150919/85358_201509192308249196_1.jpg
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no_emission @no_emission · 10時間10時間前 
フレコンバッグが流れた新田川は飯舘から南相馬を経て太平洋へとつながっている。

http://www.sankei.com/region/news/150919/rgn1509190034-n1.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10時間10時間前 
快晴だったのがケムで曇りになった

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
奥日光も湿度100パーセントが連続。
過去の気象データだと 9月19日に湿度100パーセントが連続したのは 1997年と 2011年
の二回だけ。 

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
なんと秩父も湿度100パーセントが連続している。
過去の気象データでみると、9月19日に湿度100パーセントが観測されたのは 1998年9
月19日の一度だけ。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 14時間14時間前 
この数日、気温はぐっと下がっている。けれど、湿気は異常に高い。今年は、24時間
使わない部屋も含め、除湿機をフル稼働させている。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 14時間14時間前 
御前崎市。モロ #浜岡原発 じゃないですか。
2011年の緊急停止こそ、国のパフォーマンスで
実際はメルトダウン〜メルトスルーまで逝ってるかもしれませんね。原発事故大国。

だから箱根が揺れる？@yanko165
機器故障ではなさそう

https://twitter.com/yanko165/status/644917387939086336/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://www.sankei.com/region/news/150919/rgn1509190034-n1.html
https://twitter.com/yanko165/status/644917387939086336/photo/1


めいちゃん @snoopymaygon · 15時間15時間前 
@liamisak_ @ukkayukka １３〜１４日にかけて３号機再臨界してますが、その数日
あと、沖縄も風下になっていて、鼻血＆眠りこけの話を聞きました。

AKIRA 2024さんがリツイート 
英霊ろだまさや @kdm_nk · 18時間18時間前 
駅まで15分歩いただけで路上で寝てる人を3人見かけた、これが木更津

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 9月18日 
#浜岡原発 周辺で急上昇
9月18日11時20分現在
御前崎市 草笛：過去30日平均 0.044→ 0.103 μSv/h→ 赤（2倍以上）
ただ今の #空間線量（ホワイトフード）
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 9月18日 
@ST0NES @EUCALYPTUS_70ml 
緑ガスの凄い色！相当濃度が濃いそうだ

3号機手前、画面右下
http://www.youtube.com/watch?v=KuN19P5CQcY … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/644804826006601729/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ソトン @Thoton · 9月18日 
フォロワーの外国の方から、「トーキョーに戒厳令が敷かれたのか？」と質問された

。確かに言われてみれば、これはまさしく戒厳令の絵面である。言霊が現実のものと

ならなければよいが。。。 via @microcarpa1 
https://twitter.com/Thoton/status/644810491219460096/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://www.youtube.com/watch?v=KuN19P5CQcY
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/644804826006601729/photo/1
https://twitter.com/Thoton/status/644810491219460096/photo/1


JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9月17日 
JUMPILIKEYOUさんがリツイートしました #tweet_radio
日光が除染するほど放射能に汚染されていたことを暴露した水害だったわけやね。

この間、どれだけの小中学校が修学旅行に行かされ、食べて応援バカが被曝させられ

たか。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ruru @sigemama50 · 7月8日 
道路が苔だらけで気持ち悪い。病気になりそうだわ。

https://www.youtube.com/watch?v=PQ8VfPzHOwE
【音のみ】空想ルンバ【FULL】（Kuusou　Rumba）

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 13時間13時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました Mペッコ
国会議事堂を包囲してるみなさん、ごくろうさまです。

http://twitter.com/ST0NES/status/323552338394611712 …
いま自分自身が どう生きたいのか？
のこりすくない生涯を大切にしてください。

https://www.youtube.com/watch?v=vI3MthKGFU0
「メビウス荒野〜絶望伝説エピソード1」公式PV 

https://www.youtube.com/watch?v=BWXyDAXRY9o
【MV】僕たちは戦わない / AKB48[公式]

https://twitter.com/search?q=%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=typd

https://www.youtube.com/watch?v=PQ8VfPzHOwE
http://twitter.com/ST0NES/status/323552338394611712
https://www.youtube.com/watch?v=vI3MthKGFU0
https://www.youtube.com/watch?v=BWXyDAXRY9o
https://twitter.com/search?q=%E6%B5%AA%E6%B1%9F&src=typd
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（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）
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